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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20回 12月7日 
通算1532回

第19回 11月30日 
通算1531回
Ｒ.Ｃ.は出席から 1531回　
●会員数         　69名　　
●出席免除者数　　 24名
●出席者数　　　　 53名
●補填者数　　　　　－
●出席率　　　　 85.5％

1529回の修正　
●会員数         　69名　　
●出席免除者数　　 23名
●出席者数　　　　 63名
●補填者数　　　 12+2名
●出席率　　　　 95.5％

例会状況報告

１.開会の点鐘　17時30分
２.ソング
　「君が代・我らの生業」
３.お客様の紹介
４.会務報告
５.卓話　
　 髙野　治　会員
　「1300年祭を振り返って」
６.閉会の点鐘　18時30分

例会プログラム

２０１０－２０１１／２０
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▼次項へつづく

指名委員会：楠木委員長
クラブ細則第３条第１節（ａ）の規定に基づき、平成２２年１１月２日に会長より
指名委員会の開催を通告されました。
指名委員会は、クラブ事務取扱内規Ⅰ．イの規定により矢追会長、井上次年度会長、
及び前５代のパスト会長の冨川さん、佐川さん、成田さん、清岡さん、そして楠木
の７名で指名委員会を構成し、同規定により最先任会長である私が指名委員長を務
めさせていただきました。指名委員会は規定に基づき、以下の方々を指名致します。
 次々年度会長　楠原忠夫さん
 次年度副会長　北神徳明さん
 次年度幹事　　増井義久さん
 次年度会計　　山本尚永さん
 次年度理事　　佐川　肇さん�多田　実さん　武藤廣茂さん�
　　　　　　　 西口栄一さん　武中洋勝さん
尚、細則第３条第１節に基づく次々年度の会長に立候補しようとする会員の届け出
はございませんでしたので、併せてご報告致します。

会長報告
・�奈良県のオレンジリボンキャンペーン事業について
これは、児童虐待防止のキャンペーンですが、奈良県の虐待件数は639件に上り、全
国でも44,210件と、年々増加傾向にあります。県下ＲＣやＬＣ等色々な団体に支援・
協力依頼されています。当クラブからも１万円協力いたします。
・�先週お話した鹿児島県奄美大島の激甚災害につきまして、橋本社会奉仕委員長よ
り地区に連絡、相談して頂いた結果、地区幹事さんから「義捐金をそのように準備
されていることは非常に有難いことだ」と回答があり、義捐金はクラブから出すと
いうことになりました。詳しくは橋本委員長から報告があります。

卓話　正岡　明　氏
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・�ロータリー財団グローバル補助金奨学金奨学生の募集がきています。この奨学生候補者の地区推薦選考は、
地域内の各ロータリークラブにて行い、地域補助金委員会へのＤＤＦ利用申請手続きを経て、ロータリー財団
本部による最終的な審査へと進みます。申込は随時受付・随時審査で締切は3月末です。4月末までに各クラブ
から地区補助金委員会へ申請を提出しますが、先着順受付の為、予算がなくなり次第終了となります。応募の
留学先条件は、海外パイロット地区内にある大学院レベルの教育機関での6つの重点分野に関連する選考過程の
留学である方。応募資格は18歳以上、ロータリー国際親善使節としての資質をもっていること、志望する教育
機関での就学に必要な言語に熟達していること、また、ロータリー財団本部の承認を得た後、2011年7月1日か
ら2012年6月30日までの新学期から留学を開始できる方、等色々な条件があります。

        

・�国際ロータリーの2010～2011年度地区大会ゼロクラブ表彰の案内が来ています。
これは、（１）新会員8％以上達成賞（クラブ表彰）（クラブの会員数の8％以上）
 　　　 （２）3名以上推薦者表彰（個人賞）
に表彰があります。

ロータリー財団グローバル補助金奨学生募集要領
【推薦の選考】
地区内各ロータリークラブにて行ない、地区補助金委員会へのDDF利用手続きを経て、ロータリー財
団本部による最終審査。
【締切日】
地区内各クラブにより随時受付・随時審査（３月末迄）、地区内各クラブから、地区内補助金委員会
へDDF利用申請書提出（４月末迄、但し補助金委員会により先着順審査のため予算終了次第終了）
【奨学金の種類】
●研究内容（6つの重点分野)�①平和と紛争防止・解決� ②基本的教育と識字率向上�      
 　　　　　　　　　　　　　③経済と地域社会の発展� ④疾病予防と治療�      
　　　　　　　　　　　　 　⑤水と衛生設備　　　　� ⑥母子の健康�      
●留学期間�　１年から4年�      
●支給額　　� 総額米貨30,000ドル（旅費を含む）�       
【応募条件】�       
●職歴�　　　不問�      
●留学先�　　海外のパイロット地区内にある大学院レベルで６つの重点分野に関連する専攻課程へ
の留学であること。（応募段階で既に留学先の入学許可証を有すること）�            
●応募資格�　
・１８歳以上（未婚、既婚を問わず）�      
・ロータリー親善使節としての資質を持っていること�      
・志望する教育機関での就学に必要な言語に熟達していること�      
・2011年7月1日から2012年6月30日迄の新学期から留学を開始できる方�      
・次の何れかに該当すること�      
　①申請時に国際ロータリー第2650地区内に居住、又は本籍があること�      
　②申請時に国際ロータリー第2650地区内に所在する大学又は大学院に在学するか、或は、職場に勤
務していること�    
●申請出来ない人�
①ロータリアンまたは名誉ロータリアン、またはその実子、継子、孫、兄弟姉妹、配偶者およびその
他扶養者�         

②奨学金有資格者になることを目的に退会した元ロータリアン�      
③申請時に留学先が確定していない者�      
④決定している留学先が海外のパイロット地区にない者（正確な確認に多少の時間を有する）�   
        
問合せ先�ガバナー事務所207-343-2650       

【参考】�ＤＤＦ＝地区財団活動　　　　　識字＝文字を読み書きできる力�      
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・�先日東京恵比寿の15周年記念事業に出席いたしましたお礼と、ネパール・プロジェクト（バイオ・ガス・ト
イレ10基の設置）の準備が整ったという事で、東京恵比寿ＲＣから連絡がありました。10基のトイレには、「NARA
　OOMIYA　RC」と書いた小さな看板をつけるそうです。またその写真を送って頂けるようですので、到着後週
報に掲載させて頂きます。

平成２２年１１月１７日
奈良大宮ロータリークラブ
会長　　矢追　家麻呂様

東京恵比寿ロータリークラブ
会長　　石井　義興

ネパール・プロジェクト

拝啓　先日の東京恵比寿ロータリークラブの十五周年の前夜祭、式典・祝宴、ゴルフ懇親
会には貴クラブから多数のご参加を賜り心より御礼申し上げます。本当に有難う御座いま
した。また御参加の皆様からのお祝い金（ニコニコ）を始め、祝電、祝宴にぴったりの名
前の美酒まで御寄贈を賜り、その細やかな御配慮に心より感謝申し上げます。

さて、既にお願い申し上げておりますネパール・プロジェクトに関しましては、雨季も終
わりいよいよ現地の準備も整いました。さっそく工事に取り掛かる予定にしております。
私と国際奉仕委員長の二人が今月末、ネパールの現地に行き現場を確認致します。
１０基のトイレには小さな看板が付けられ、そこに「ＮＡＲＡ　ＯＯＭＩＹＡ　ＲＣ」と
書かれます。完成後そのお写真をお送りする予定でおります。

垣見一雅さんは１７年もネパールの現地に滞在し、日本から色々な団体から寄付を受け現
地の人々からの要望により、水、衛生問題の解決にボランティアで取り組んでおられる方
です。現在７０歳になられます。
垣見さんの新聞記事を添付致します。

奈良大宮ロータリークラブ様のご協力に心から感謝申し上げますと共に益々のご発展を祈
念致します。

敬具

東京恵比寿ＲＣ１５周年出席へのお礼状 ＩＭ出席へのお礼状
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委員会報告
橋本社会奉仕委員長
奄美大島の降雨災害については、地区からの義捐金の協力要請の2～3日後に、奄美地区が激甚災害に指定され
ました。うちの事業計画とダブる格好になりましたので、地区の方にどうすれば良いか伺いを立てたところ、
「大宮さんの方針通りで結構です」という答えがきましたので、義捐金のカンパはいたしません。地区からは、
但し書きがついており、「余裕があれば義捐金のカンパもお願いします」ということですので、皆様の中で余
裕のある方がおられましたら、ご協力ください。今後、激甚災害の指定を受けない場合や、ほかの案件があり
ました場合は地区からの要請に協力したいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
武藤ロータリー財団常任委員長
今月は財団月間でございましたが、何分今月は二回お休みがございましたので、なかなかお願いをする機会に
恵まれませんでした。今現在かなり協力を頂いておりますが、まだお忘れの方も多数おいでになりますので、
次回に是非お願いしたいと思います。それから、ロータリーカードについては、申込書を事務局迄お渡し頂い
た方が、申込み頂いた人数の把握ができますので、どうぞよろしくお願いいたします。お金の要ることばかり
でどうも申し訳ございません。
プログラム委員会・髙野委員長
次回の卓話のＰＲです。次回は私です。今年度は12回会員卓話をするように会長からお申し付けがあり、1300
年祭が終わりましたら、先ず私がプログラム委員会の先陣をきって、卓話いたします、とお約束いたしました。
まだ何をお話するか考えていないのですが、今週1週間かけて一生懸命考えてまいりますので、是非来週聞いて
頂ければと思います。
親睦活動委員会・野﨑副委員長
・�12月21日（火）年末家族親睦例会を当奈良ホテルに於いて行います。また、ご家族のご出席のある方は、後
で個別に訊いてまいりますので、ご協力お願いします。
・�11月18日（木）第2回親睦ゴルフ大会が奈良国際C.C.で行われました。優勝者は森下泰行さんです。二位は
武藤廣茂さん。三位は小西敏文さんです。おめでとうございます。

（2010～2011）奈良大宮ロータリークラブ第２回親睦ゴルフコンペ

平成２２年１１月１８日（木）　場所  奈良国際ゴルフ倶楽部

参加者
矢追　家麻呂、冨川　悟、中村　信清、森下　泰行、清岡　正教、井上　正行、小西　敏文、
中條　章夫、潮田　悦男、武藤　廣茂、渡辺　英孝、植村　将史、増井　義久、谷川　千代則、
山本　尚永、大塩　栄作、西口　栄一、高野　治、野﨑　隆、武中　洋勝、堀内　眞治、中奥　雅巳

 

優勝：森下　泰行

準優勝：武藤　廣茂

３位：小西　敏文
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宮西会員より挨拶
私、10月30日に心筋梗塞になりまして、一昨日退院してまいりましたが、本当に多くの方にお見舞いを頂きまし
て、恐縮すると共に心から感謝をしております。今後とも健康に注意して頑張っていきたいと思いますので、引
き続き皆様のご指導を宜しくお願いします。本当にどうもありがとうございました。

「明治人のバックボーン（司馬遼太郎が『坂の上の雲』で伝えたかったこと）」
正岡子規研究所主宰・正岡　明　氏

大宮ロータリーさんには数年前にお招き頂いて以来二回目の卓話ということになります。今日はＮＨＫで『坂の
上の雲』第二部を放映する直前という誠にタイムリーな時期なので、この小説の話に少し触れたいと思います。
わずか百年前のこの時代の日本の置かれた状況は厳しいものでした。黒船襲来以来、列強の外圧、すなわち軍事
力を振りかざした「力の外交」によって、日本の内圧も高まり、混乱の末、開国に踏み切りました。アジアの果
てのちっぽけな貧しい国が列強の仲間入りをしようとあらん限りの知恵と力を振り絞って、新しい国作りに一丸
となってけなげに奔走した時代です。今と比べると、この時代は本当に物の無い時代でした。ドラマの中で東京
のあるお屋敷の離れに秋山兄弟が間借していた頃のことですが、二人で茶碗が一つしかないので交代で飯を食う
シーンが出てきますが、部屋を見回しても家具一つないシンプルな設定です。そこで兄の秋山好古は弟の真之に
向かって「男は一事を成せば良い。その為には身辺を単純にしておくことだ」と言います。彼は自分のやるべき
ことには全霊を打ち込む。それ以外のことは全く無頓着で、給料をもらってもすぐに誰かにやってしまいます。
家も持たず、一生借家住まいで財も築かなかったのです。陸軍大将にまでなりますが、元帥の称号を断り、求め
られれば故郷の中学校の校長を引き受け、一日も休まず一分も遅れず亡くなるまで勤めました。唯一の楽しみ
は、道後温泉で一風呂浴び、返って松山城の眺められる庭のいすに座って酒を飲むことだったと言います。誠に
あっぱれな清々しい生き様です。明治にはこのように一本筋の通った、スケールの大きな人物が沢山居ました。
そのような人達が命がけで築いた日本の土台の上に我々が立っていることを忘れたくないと思います。
正に幕末から明治は激動の時代でした。今また新たな変革の時代にきているのかもしれません。百年前とちがっ
て、今はけたちがいの量の情報がメディアやインターネットを通して世界中から瞬時に入ってきます。それだけ
に、これらを鵜呑みにせず、自分の目でしっかりと見極めることが要求されるのではないでしょうか。原作者の
司馬氏がこの作品で一番言いたかったことは、透き通った目でありのままの現実を見る、「リアリズムの精神」
ではなかったかと思います。

小説　坂の上の雲 坂の上の雲ミュージアム（松山） 秋山好古の墓（松山）
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ニコニコ箱　本日計 44,000円　累計　1,089,000円

例会変更　
■�奈良西ロータリークラブ　■
・�１２月１６日（木）・・・家族親睦例会の為例会変更
※�ビジター受付は１２月１６日（木）17：30～18：00奈良ロイヤルホテル１Ｆフロント横にて行います。
・�１２月２３日（木・祝）・・・定款第６条第１節(C)により休会。
・�１２月３０日（木）・・・定款第６条第１節(C)により休会。
※�両日ともビジター受付は行いません。
■�奈良ロータリークラブ　■
・�１２月２３日（木）・・・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。
・�１２月３０日（木）・・・定款第６条第１節(C)により休会。
※�ビジター受付は１２月３０日（木）12：00～12：30まで奈良ホテルにて行います。
　（但し、ビジターカードの発送は年明けになりますのでご了承ください）
■�奈良東ロータリークラブ　■
・�１２月２９日（水）・・・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。
■�五條ロータリークラブ　■
・�平成２２年１２月２９日（水）・・・定款第６条第１節(C)により休会。
・�平成２３年　１月　５日（水）・・・定款第６条第１節(C)により休会。
※�両日ともビジター受付行いません。
・�平成２３年　１月１２日（水）・・・新年会の為、例会変更。時間：18：30～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 場所：リバーサイドホテル
※�ビジター受付は、同日12：00～12：30南都銀行五条支店にて行います。
・�平成２３年　1月１９日（水）・・・例会時間変更。（通常の例会）
　 時間：12：30～　　場所：南都銀行五条支店
■�橿原ロータリークラブ　■
・�１２月３１日（金）・・・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。

矢追家麻呂君　正岡明様、本日の卓話よろしくお願いします。
髙野　治　君　正岡先生、本日の卓話宜しくお願いします。
平野貞治　君　１１月２７日　やっと次男が結婚致しました。少し肩の荷がおりた気持です。
宮西正伸　君　しばらく勝手致しまして申し訳ありませんでした。また入院中は、多くの会委員の皆様にお見

舞頂きまして本当に有り難うございました。
中條章夫　君　宮西君、退病おめでとうございます。健康には注意してくださいね。
倉田智史　君　宮西さん、退院おめでとうございます。
森　一紀　君　ニコニコに協力して
藤野城市　君　ニコニコ協力。
小池恭弘　君　ニコニコに協力します。
今﨑和民　君　ニコニコに協力。

 本日のお客様
  平川泰厚　様（京都山城ＲＣ）

 次週の例会
  12月14日（火）　会員卓話　多田　廣　会員
　「クラブ細則の変更について」


