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四つのテスト
●真実かどうか　
●みんなに公平か　
●好意と友情を深めるか　
●みんなのためになるかどうか

  ２０１０～１１年度
  第２６５０地区のテーマ

 
『ロータリーを良く学び、
 　変化を知り、
 　忘れたことを思い出そう』
 

　国際ロータリー第２６５０地区

  ガバナー　栗田 幸雄
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第10回 9月14日 
通算1522回

第9回 9月7日 
通算1521回
Ｒ.Ｃ.は出席から 1521回　
●会員数         　69名　　
●出席免除者数　　 23名
●出席者数　　　　 52名
●補填者数　　　　　－
●出席率　　　　 86.7％

1519回の修正　
●会員数         　69名　　
●出席免除者数　　 23名
●出席者数　　　　 61名
●補填者数　　　　　2名
●出席率　　　　 95.3％

例会状況報告

１.開会の点鐘　17時30分
２.ソング
　「我らの生業」
３.お客様の紹介
４.会務報告
５.卓話
　きっづ光科学館ふぉとん館長　
　大阪大学名誉教授
　西川　雅弘　様
「核融合の世界（核融合現象
　から核融合炉まで）」
６.閉会の点鐘　18時30分

例会プログラム

２０１０－２０１１／１０
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会長報告

▼次項へつづく

先日24日のガバナー訪問、29日の嵐山での家族親睦会、本当に皆様有難うございま
した。特に栗田ガバナーからは非常に環境の良いクラブだとお褒めの言葉を頂きま
した。ガバナーより礼状が届いていますので、ご覧ください。また親睦例会でお世
話になった「渡月亭」の支配人からも礼状が来ています。
本日の4時から第3回の理事会を開催しました。
○「労働に学ぶ」は、10月23日に開催されます。
○武藤会員と藤井会員の職業分類変更の件について。藤井会員は教育教材販売に、
武藤会員はこれまでの社会福祉法人白鳩会の常務理事から、学校法人白鳩会学園理
事長への変更を承認しました。
○秋の交通安全運動については社会奉仕委員会から報告して頂きます。
○平城遷都１３００年祭の件についても、髙野会員から報告して頂きます。
○ミリラニサンライズＲＣとの姉妹クラブの締結について、今週金曜日より９名の
会員の方にハワイへ行って頂きます。それについてはホームクラブ出席扱いとする
ことを承認しました。
理事会報告は以上です。
９月４日に第１回県下会長幹事会が、本日お見えの奈良東ロータリークラブのホス
トで開催され、１３００年祭事業協会の桝田室長より中間報告がありました。来場
者数が９３０万人（1/1～6/30）で、平城宮跡へは１４７万人と、予想より２．３倍
多いことに非常に喜んでおられました。県外の各団体来場数は約5000団体にのぼり
ます。来場者からのアンケートによると、イベントの出展物の内容の高さを評価さ
れて、大いに満足、やや満足の回答が約８割を占めます。平城宮跡では会場内の掃
除の状況、休憩所、トイレ等、またボランティア等も高く評価されています。クラ
ブとしては髙野会員に窓口をお願いしていますが、結果に大変満足しています。な
お、第２回の会長幹事会は来年の２月１６日です。来年のＩＭは王寺ロータリーク
ラブのホストにより１０月１日に予定されています。次に周年事業ですが、２３年
３月１３日大和高田ロータリークラブが４０周年、５月１９日あすかロータリーク
ラブが２０周年です。また、王寺ロータリークラブの方から、ゴルフをする者は親
睦を図れるがその他の者は親睦を図れない、との意見があり、第２回に案を持ち寄
ることになりました。

ミリラニサンライズＲＣとの姉妹クラブ締結
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委員会報告
プログラム委員会・髙野委員長
次回の卓話は、大阪大学名誉教授の西川雅弘きっづ光科学館ふぉとん館長にお願いしています。演題は「核融合
の世界」ということで非常に難しい話かと思われるかもしれませんが、化学式などは一切出ません。ふぉとんと
いうのは子供を対象にした施設で、宇宙の話からエネルギーの未来に至る話まで、非常に興味深い内容の話で
す。少年の心を今も持ち続けられている当クラブメンバーの皆様には、非常におもしろい話になると思いますの
で、是非ともご出席頂きたいと思います。
平城遷都１３００年記念事業担当委員・髙野会員
１０月９日から１１月７日にかけまして秋のフェアが開催され、土・日・祝日に於いては県下各クラブ交代で受
付案内のボランティアを行います。当クラブは１０月１１日、１１月３日が担当です。春に講習を受けていない
方でも、ご出席をお願いします。但し、人数調整の必要があるかもしれませんので、その場合はご容赦くださ
い。１０月１１日は福井東ＲＣ、１１月３日は堺東南ＲＣが来られます。春と違い、他府県からロータリークラ
ブが家族旅行も兼ねてお見えになります。他クラブの担当になりますが、１０月１７日は福井ＲＣと丸岡ＲＣ、
１０月２３日は広島西南ＲＣ、１０月３０日は本日お見えになっておられます西尾ＫＩＲＡＲＡロータリークラ
ブ。特に１０月１７日は２クラブがお出でになりますので、場合によっては皆様にお手伝いをお願いするかもし
れません。お手伝い頂いた方はＭＵ扱いとなりますので、是非多数ご協力頂きますようお願いいたします。
国際奉仕委員会・小西委員長
１０日金曜日夜、ハワイの方に出発します。地区大会にも出席し、その場でハワイオアフ島のミリラニ・サンラ
イズ・ロータリークラブと姉妹クラブ締結をしてまいります。私が会長代行という形でサインをして参ります。
ミリラニ・サンライズ・ロータリークラブは現在２２名。例会は水曜日ゴルフ場のクラブハウスで朝7：15～8：
30です。帰国後、詳細を報告いたします。
社会奉仕委員会・橋本委員長
秋の交通安全運動市民決起大会についてお知らせします。９月２１日（火）午前１０時から学園前の西部会館３
階学園前ホールにて行われます。参加者はＭＵ扱いになりますが、火曜日ですので、その日のＭＵは行使しない
でください。
地区・財団事業委員会（ＷＣＳ委員会）・潮田委員
毎年会費から2,500円をＷＣＳの費用として頂いておりましたが、今年度から制度が変わり1,000円になりまし
た。今年度も今まで通りポリオのワクチン投与活動並びにトルコのアンカラの医療機械の寄贈、フィリピンのレ
イテ島並びにマニラでの予防接種活動を行う予定ですが、事業が増えましたが、お金が足りません。この事業に
20年近く参加してこられた宇治鳳凰ロータリークラブの高橋会員が本を出版されました。毎年参加されたロータ
リーの活動を、洛南タイムズという新聞に連載されたものを一冊の本にされました。一冊1,500円ですが、購入
いただくと全額ＷＣＳに寄付になりますので、ご協力よろしくお願いいたします。
親睦活動委員会・宮西委員長
先日８月２９日の家族例会ではたくさんの方にご出席頂きまして本当にありがとうございました。会員様５３
名、ご家族様が３３名ご出席頂きました。至らない点もあったかと思いますが、また今年一年間宜しくお願い致
します。
奈良県下親睦ゴルフ大会が１０月１５日グランデージゴルフ倶楽部でありますので、ご出席をお願いいたしま
す。
昨年度職業奉仕委員会・西口会員
昨年度皆様に書いて頂きました「私の職業奉仕観」を冊子にまとめました。受付に置いてありますので、皆様お
持ち帰りください。誤字脱字等ございましたら、この場を借りてお詫び申し上げます。
幹事報告
先日来皆様方にお願いした個人ＤＢの一覧表を回覧しますので、土・日・祝日の連絡先と平日の連絡先につきご
確認ください。あわせて、概況報告書の「会員一覧表」を回覧しますので、変更がある方は訂正してください。

　石川　勝男　様（西尾KIRARAＲＣ）　髙原　　宏　様（西尾KIRARAＲＣ）
　長谷　収一　様（西尾KIRARAＲＣ）
　前田　　武　様（奈良東ＲＣ）　　　呉服　弘昌　様（奈良東ＲＣ）

本日のお客様
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INTERCITY　MEETING　ＰＲ・前田武様（奈良東ロータリークラブ）
１１月７日に遷都１３００年記念事業が終わりますが、その後を
見計らって、１１月１３日、我々のホストによりＩＭが開催され
ます。
今年のＩＭは、地区のスローガン「真のロータリアンをめざして」
「ロータリーを良く学び、変化を知り、忘れたことを思いだそう」
に則り、４１名のメンバー、決して多い人数ではありませんが、
チームワークで準備に邁進している所です。余談ですが、我がク
ラブは９月２２日に創立２０周年を迎えます。会長、幹事様のご
列席をお願い申し上げ、盛大な記念例会にしたいと準備を進めて
います。
今年のＩＭは、１１月１３日（土）１１時から新公会堂で開催さ
れます。１１時から、ガバナー、パストガバナー等お招きしての
県下会長会議を行った後、一般の会員の皆様は１２時３０分から
受付開始。そして、１３時から開会式、１３時５０分からは記念講演です。今年は、奈良国立博物館の西山厚
学芸部長に、「奈良時代に学ぶ」というテーマで講演をお願いしました。１３００年前の市民の皆さんは何を
学ばれていたのか、いま現在はどうなのか、忘れていることはないか、世の中があまりにも変わりすぎている
のではないだろうか、人としての心の触れ合いはどうなのか、等々をテーマにお話し頂きます。
１５時２５分からはロータリーフォーラムです。「知っておきたい奈良県のこと」というテーマで、１３クラ
ブの皆さんに一方通行ではなくて、挙って参加していただきます。皆さんは地域の著名人ですので、恐らくは
奈良県のいろいろなことをご存知のことと思いますが、県下広し、まだまだ知らないことも多々あるかと思い
ます。昔のこと、また現在のこと、これをテーマに県下各クラブ対抗のクイズ形式で競っていただくという趣
向です。各クラブから参加者５名を募り、県下１３クラブの中で一番物知りのクラブはどこか、成績発表を懇
親会の席上でご披露申し上げます。気持ちだけの賞品も準備してありますので、お楽しみに。奈良大宮ＲＣに
於かれましても、クラブの物知りの方５名を選抜していただき、楽しい懇親会の場にしたいと考えております
ので、お忙しい時分かと思いますが、ご協力の程よろしくお願いいたしまして、当日のご来場お待ち申し上げ
ております。

「地域コミュニティの再生に　 向けての取り組み」
大宮地区自治連合会会長　 吉岡　正志　様
　奈良大宮ロータリークラブは、これまで大宮祭りでの幟の寄贈、
模擬店の運営の他、昨年は、スワーダさんの講演会、携帯有害サ
イトの対策セミナーをして頂きました。今年は水谷先生の講演会
と、物心両面のご支援を頂き、厚く御礼申し上げます。どうもあ
りがとうございます。本日は、子供の健全育成と高齢化福祉、そ
れに対して地域で何ができるかについて、お話させていただきま
す。再生と言いますとお医者さんの世界では「機能を失った組織
を蘇らせる」ということですが、地域は機能を失っている訳では
なく、まだ再生する可能性はある、と考えています。
今の大人は、利害が絡む話には一生懸命になるが、地域をどうし
ようとか国をどうしようとか、そういう意識がどうも薄れてきて
いるのではないか、と思えて仕方がありません。地球の温暖化と
は正反対に地域が寒冷化していく、そんな感覚です。お互いに身
を案じることすら疎ましい、という世の中です。大阪で幼い子供さんの育児放棄の事件がありました。大宮地
区でも、それに近いことが起こっています。未然防止に務めており、表沙汰にはなっていませんが、決して対
岸の火事ではないと思っています。
子供の健全育成については、社会全体で子供たちを支えようと、学校が終わって家に帰っても保護者がおられ
ない子供たちのために、その居場所をつくることを数年前から始めました。ゆとり教育の時代は、水曜日は午
前中で授業が終わり、給食を食べてＨＲで下校します。そのため１時頃から夕方までの時間を使って学校で遊
ばせる。学校が休みの土曜日に、子供たちの為のレクリエーションを行うなどの活動をしています。現在の子
供たちは、コミュニケーション能力が不足していますし、物・お金・時間の管理がきちっとできません。また
公私の区別や善悪の区別がつかない等、本来は家庭できちっと教えるべきですが、それが出来ていない。それ
を嘆くだけでなく、地域が子供たちの健全育成の為に時間を使うことが必要です。
三年前から文科省の指導の下、学校・地域連携事業ができました。地域のものが学校に赴き、クラブ活動や環
境整備、或いはマネー教育のお手伝いをしています。これまでのＰＴＡに加えＣ（Community）が入り、ＰＴＣ
Ａを作って子供たちの健全育成に取り組んでいます。また、登下校の安全管理の観点から、子供健全育成の団
体や防災防犯の組織等を通じ、見守りやパトロールを実行しています。お蔭様で大宮地区は大した大きな事件
も起こっていないのは、活動団体はじめ地域の皆さんの目が光っているからです。
今の子どもたちには職業観、勤労観が欠けています。就職活動でも、なぜこの仕事をしたいのか、この会社に
入って何がしたいのか、そんな主体性のなさが気になります。それらを補完するために、中学生に社会体験の
場を提供して頂くような総合学習がありますので、積極的に職場を解放していただければ大変有難いと思いま
す。
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私たちは学校が果たして解放されているのか、ということに疑問を抱いています。これには物理的なことと心
理的なことと両面あります。犯罪者が学校に入ってきて、事件が起きては困るというセキュリティの問題と、
果たして先生方の心が開かれているのか、ということです。ロータリークラブと協同で事業をしてきましたが、
残念ながら学校の先生に聴講者が呼びかけても殆ど反応がありませんでした。先生方にも社会を見る目をもっ
てもらいたいと強く願うところです。もう一つは保護者の思いや認識についてです。「躾は学校で教育は家で」
というような逆転現象がどうも起こっているようです。一年生が入ってきて何日間かは、椅子にじっと座って
いられない、廊下に出て騒ぎだし授業にならない。そのため、きちっとした授業をするためにはかなりの時間
がかかる。という話を先生から聞きました。就学する前に善悪の判断や公私の区別等を、家庭できちんと躾を
する必要があると考えています。給食の時に「いただきます」と言わない子どもがいます。親御さんが給食費
を払っているのだから、給食のおばさんに給食を作ってもらったお礼を言わなくて良い、という意識があるよ
うですが、我々が口にするものは植物や動物の命を頂いている訳ですから、「いただきます」と言うことは、
そういう意味で必要だと、きっちり教えなくてはならないと思います。次に、高齢者の所在不明問題です。東
京の足立区で生きているはずの１１０歳の方が亡くなっておられた、また昨日のＮＨＫのニュースでは、１０
０歳以上の方で、生存が確認できない３５０名の方の戸籍を抹消した、と言っていました。理由として、核家
族化や女性の社会進出が言われます。また個人情報保護法でプライバシーの保護が叫ばれ、個人情報を過剰に
保護するあまり、家庭が崩壊し、地域による相互補助機能が低下してきている。加えて行政の能力が落ちてき
ているのではないか、と思うところです。我々人間は何にも頼らずに生きることはできません。依存なき自立
は孤立に繋がることから、地域の新たな支え合いの関係を作らなければならない、のではないでしょうか。従
来のように隣の家の鍋の中を覘く、というウェットな付き合いではなく、ドライな関係を構築していく必要が
あると考えます。大宮地区でも一人住まいの方が増えてきました。災害時の要援護者の支援活動が不可欠です。
７０歳以上の一人住まい、要支援、要介護の方、或いは知的・身体障がい者の方は、奈良市全体で２万人を超
え、大宮地区では大体７～８００人おられます。仕組み作りのため、２年前から民生委員の方が訪問を始めた
ところ、対象者のうち６００人ほどの方に賛同いただきました。体の悪いところはどこで、どのお医者さんに
かかっているか、どのような薬を服用しているか、また近所で助けて頂いている方はどなたか、子どもや兄弟
等連絡の取れる方はどなたか等を、聞き取り調査しました。何かあれば、そのリストをもとに、行政に連絡す
る予定です。今後、大宮地区だけでなく、奈良市全体に広げていければと考えています。
縦割り行政の弊害を感じるところもあります。県庁は中央を向いているし、市は県庁に向いており、視線を市
民の方に向けてくれませんでした。しかし最近は徐々に変わり、奈良市の場合は「子育て課」「長寿福祉課」
等一元的に取り扱う窓口ができました。個人情報をきちっと把握して、横の連携をきちっとすることがいろん
な事件を防ぐことになるのではないかと思います。医療・介護のデータも含め、私は国民総背番号制を採用す
るべきだと考えています。
地域社会における自治会は、従来のような単なる親睦団体ではなしに、協同防衛、環境整備、子育てなどに取
り組む。そんな、新しい「まちづくり」としての観点が今日的な意義としてあるのではないか、と思います。
いろいろな事業を通じて、人と人とが顔を合わす機会を増やし、面識社会を作っていくということが必要です。
しかし現実問題として、自治会の組織率は奈良市で80％そこそこと、少しずつ落ちてきています。大宮地区はワ
ンルームマンションや企業の社宅がたくさんあり75％位、ですから４世帯に１世帯は自治会に入っていません。
更に地域の担い手が高齢化しており、なかなか後継者が見つからない。活動がどうもマンネリ化している、な
どの諸問題が山積しています。また、それぞれの地域に色々な組織があり、だぶっている部分を統廃合し、連
携して組みなおして、再構築する必要もあります。
我々の仕事はボランティアそのものです。自主性・社会性はあるが無報酬です。私は長年会社勤めをしており
まして、そこから地域へ戻りますと、地域を動かすのはなかなか大変です。上からの命令で、ピラミッド式に
物事が動くということではなく、みんなが同じ目線でやらなければならない。指揮系統はあるようでない。意
思決定に非常に時間がかかる。多数決で決めましょう、という訳にもいかない。大方の人がしょうがないな、
と思わないと決まらない。要するに熱意と根気が不可欠、そんなことを痛感しています。私は大宮地区で育て
られ、皆さんに大変お世話になりました。地域への恩返しのつもりで、社会に貢献することと自己実現の為に
やろうじゃないか、と言い合っています。先日新聞を読んでいますと、介護の状態にならないためには、内籠
りにならず外に出て行く、社会参加をし、人の役に立つことが大事だと書かれており、思わずうなずいた次第
です。

例会変更
■�大和郡山ロータリークラブ　■
・９月20日（月・祝）…定款第６条第１節Cにより休会。
・10月11日（月・祝）…定款第６条第１節Cにより休会。
※�いずれもビジター受付は行いません。
■�平城京ロータリークラブ　■
・9月23日（木・祝）…定款第６条第１節Cにより休会。
※�ビジター受付は行いません。
■�生駒ロータリークラブ　■
・10月6日（水）…場所・時間変更。
　場所：あやめ館→シェラトン都ホテル大阪
 　　　　　　　　 大阪市天王寺区上本町6-1-55
　　　　　　　　　TEL:06-6773-1111
　時間：18：30～
※�ビジター受付は通常の例会の受付として行います。
　 ビジターフィーは5,000円です。

■�奈良西ロータリークラブ　■
・9月23日（木・祝）…定款第６条第１節Cにより休会。
※�ビジター受付は行いません。
■�奈良ロータリークラブ　■
・9月23日（木・祝）…定款第６条第１節Cにより休会。
※�ビジター受付は行いません。
■�王寺ロータリークラブ　■
・9月21日（火）…家族親睦例会の為日時場所変更。
　日時：9月19日（日）　　場所：神戸方面
※�ビジター受付は9月21日（火）12：00～12：30、
　 ＮＴＴdocomo王寺営業所１Ｆにて行います。
・�10月12日（火）…場所変更。
　　場所：大和の国　井戸元
※ ビジター受付は10月12日（火）12：00～12：30、
　 ＮＴＴdocomo王寺営業所１Ｆにて行います。
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ニコニコ箱　本日計 53,000円　累計　611,000円
石川勝男　様（西尾KIRARAＲＣ・親睦委員長）　１０月の家族例会ではお世話になります。メンバー一同楽しみ

にしています。
奈良東ロータリークラブ　様　ニコニコに協力
矢追家麻呂君　嵐山家族親睦例会　楽しい一日を過ごさせていただき、ありがとうございました。又、親睦委員

の皆さまには大変お世話かけました。
多田　廣　君　吉岡会長卓話ありがとうございます。お世話になります。
谷川千代則君　吉岡様本日の卓話よろしくお願いします。山歩き会の皆様先日はお世話になりました。
橋本和典　君　大宰府ＲＣの川添さん、大峰山修行先達おめでとうございました。はるばる九州からの頑張り、

心から敬意を表します。１０月の「坊がつる」登山よろしくお導き下さい。ついでに打上げの
菊池温泉もヨロシクお願いします。楽しみにしてます。

植倉一正　君　今年も大峰山に登って来ました。山歩き会の皆さん、お疲れさんでした。しかし皆さん、飲みす
ぎです！！

小西敏文　君　９月４日５日　大峰山登山に山登り同好会の皆さん　大変お世話になりました。
楠原忠夫　君　９月４～５日　大峰山（1719ｍ）登山　山歩き会の皆様　お疲れさまでした。
日吉晴雄　君　去る８／２９の家族会に皆様お世話になり有難うございました。
藤野城市　君　先日の家族親睦例会では、親睦委員会の皆様大変ご苦労様でした。ゆっくり楽しませて頂きまし

た。
柴田直三　君　親睦の皆さん　京都嵐山の家族例会　ご苦労さまでした。
武藤廣茂　君　先週、息子に子供（女の子）を授かりました。今年に入って、二人目の孫です。母子共々元気で

喜んでおります。平野先生、大変お世話になりありがとうございました。
植村将史　君　誕生日のお祝いありがとうございました。まだまだ若輩者ですが、皆様宜しくお願い致します。
堀内眞治　君　ニコニコに協力です
松岡弘樹　君　ニコニコ協力
今﨑和民　君　ニコニコに協力

大峯山登山行程表（平成22年9月4～5日）
参加者　麹谷・飯田・小池・楠原・東田・橋本・森下・小西・谷川・増井・増井（子供）
　　　　宮西・辻・向井・植倉
　　　（大宰府RC関係）川添・佐藤・中西・佐々木・木村　　　　　　　＜計　２０名＞

９月　４日
１３：１０　　新大宮駅前出発　
　　｜
１５：１５　　洞川着（一丸旅館）
１５：４５　　龍泉寺参拝　　　　
　　｜　　　　滝修行・護摩
１７：４５
１８：００　　歓迎夕食会
　　｜　　　 （一丸旅館）
２０：００　
２０：００　
　　｜　　　　散策
２１：００　　
２２：００　　就寝

　

９月　５日
　３：００　　起床
　３：３０　　旅館出発
　３：４５　　清浄大橋 発　（登山開始）
　　｜　　　　お助け水
　　｜　　　　洞辻茶屋
　７：３０　　山上 着　（朝食）
　　　　　　　裏行場巡拝
　　　　　　　大峯山寺参拝
　　　　　　　山上ヶ岳山頂
　９：３０　  下山開始
　　｜　　　　洞辻茶屋
　　｜　　　　お助け水
１１：４５　　清浄大橋 着　（下山終了）
１３：００
　　｜　　　　　　昼食（一丸旅館）
１４：４５　　一丸旅館出発
１６：２０　　橿原神宮駅 着
１７：３０　　新大宮駅前 着 （解散）

9月21日
会員卓話　箸尾　文雄　会員

次週の例会


