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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32回 3月15日 
通算1544回

第31回 3月8日 
通算1543回
Ｒ.Ｃ.は出席から 1542回　
●会員数         　68名　　
●出席免除者数　　 24名
●出席者数　　　　 48名
●補填者数　　　　　－
●出席率　　　　85.7％

1541回の修正　
●会員数         　68名　　
●出席免除者数　　 24名
●出席者数　　　　 57名
●補填者数　　　  6+3名
●出席率　　　　 93.4％

例会状況報告

１.開会の点鐘　17時30分
２.ソング
　「春がきた」
３.お客様の紹介
４.会務報告
５.卓話　
　中條 章夫　会員
　「我が社のバイブル
　～経営計画書について～」
６.閉会の点鐘　18時30分

例会プログラム

２０１０－２０１１／３２
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会長報告
●３月５日にヤクルト京都工場の職場見学を行いました。当初３３名出席予定だっ
たのに、実際は子供さん３名を含む２０名弱のメンバーで、大型の観光バスで送
迎していただき、お茶を頂くわヤクルトは頂くわ、見学させて頂いて帰りはお土
産を頂くわ、で本当に谷川さんに感謝申し上げます。このような奉仕活動には、
やはりロータリアンとして出来るだけ参加して頂きたいと思います。今年度は残
り少ないですが、次年度・次々年度と、企画して頂く方は一生懸命交渉されてい
ます。無理に出てこいとは言いませんが、皆さんも是非ともそういうことに思い
を寄せて頂ければ、と思いますので、今後ともよろしくお願い致します。

●悪質な迷惑メールの被害が発生しているようです。日本においても振り込み詐欺
同様の寄付の要請や、個人情報の流出等充分注意してください、とのことです。
これについては「国際ロータリーニュース」に「ロータリアンを狙った詐欺メー
ルにご注意」という文章が掲載されてありますので、これはまた週報に掲載いた
します。

ロータリアンをターゲットにした詐欺メールについて、国際ロータリーに多
くの苦情が寄せられています。以下の詐欺メールにご注意ください。

・受信者の個人情報を提供すれば「U.S. UFAAIDS-Rotary District 8080-Donations 
Co-ordinator」の役職が与えられるという虚偽メール。差出人は「UFAAIDS」。

NOMC第155回　蓬莱山
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・5米ドル寄付すればウェブサイトにインターアクト・クラブの名前を掲載する、という趣旨のEメール。この
ウェブサイトは、国際ロータリーと一切関連がありません。

・「Rotary International improvement Grant Program」の受領者として受信者であるロータリアンが選ばれた
ことを伝えるEメール。8億件を超える情報が入った個人・企業専用データベースから、この受領者が選ばれ
たことを知らせる旨が記載され、「Cash Prize（賞金）」を受け取るための架空の番号と連絡先が記されて
います。

・ある亡くなったロータリアンからの慈善事業への寄付金がEメール受信者に委ねられたとする詐欺メール。遺
言執行者であることを偽った送信者が、この寄付金を受け継ぐために受信者の個人情報を要求する内容のも
のです。

・受信者が賞金合計米貨70万ドルを獲得したことを偽る架空のロータリー・クラブからの詐欺メール。Eメール
には、「賞金」の獲得者である受信者は、「賞金」を自国に移譲することができないため、「賞金」のため
の預金口座を共同開設しなければならない旨が書かれています。

国際ロータリーがＥメールを通じて寄付を懇請したり、 E メールで個人情報を送るようお願いするこ
とはありませんので、十分ご注意ください。RIは、ロータリアンとロータリー・クラブに対し、疑わ
しいEメールは削除し、詐欺メールの犠牲者とならないよう呼びかけています。

委員会報告

藤井副会長
状差しに前回の情報集会のご報告を入れました。今回は多田委員長の所見も一緒に付けてあります。

ロータリー情報委員会・多田廣委員長
次週の例会の前１６時から細則検討委員会を開催いたします。

親睦活動委員会・宮西委員長
●次回の例会ですが、結婚・誕生の御祝いがありアルコールが出ますのでどうぞご配慮下さい。
●４月１０日の家族例会ですが、まだ出欠の確認ができない方がおられます。出欠表に、ご記入お願いします。
●今月２９日の例会に門脇伸幸君が入会されます。例会後、新入会員の歓迎の御祝いをいたします。１９時か
ら増井さんのお店「芝」で、参加費はお一人3,000円です。

プログラム委員会・髙野委員長
●先週卓話にお越し頂きました楠木先生からお礼のメールとともに、シンポジウムのご案内が届きました。３
月２７日、場所は神戸ですが、是非多数のご参加をお願いいたします。

●次回の卓話のＰＲです。講師は中條会員で演台が「我が社のバイブル～経営計画書について」です。失われ
た２０年という言い方をされるように、長期間右肩下がりの状況が続いていますが、そういった中で中條会
員は、非常にダイナミックな経営をされており、その真髄を聴かせて頂けるのではないかと思います。
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ロータリー財団委員会・武藤委員長
●ロータリー財団より、今年恒久基金への寄付を除く年次寄付（ポリオ・プラスも対象）につき、税制上の優
遇処置の対象となる旨連絡がありました。４月１日から適用されます。これに伴い、確定申告用の領収証の
発行事務のため、会員の皆様の漢字記名が必要となりますので、事務局作成の表記が正しいかどうか、ご確
認をお願いいたします。

●今年度の１月末での寄付実績をご報告いたします。当クラブは年次寄付が＄15,629、基金寄付（ＢＦ）＄3,000、
寄付総額＄18,629で、年次寄付は一人当たり＄227でした。因みに目標は＄160です。寄付総額はＢＦも入れ
た分ですが、一人当たりでは、＄270です。

●財団補助金委員会は、補助金の申請方法や補助金に関しての質問等各クラブの方にお知らせする委員会です。
次年度、私どものクラブでは楠原さんが地区の委員になっておられサポート担当クラブとして、五條ＲＣ・
生駒ＲＣ・王寺ＲＣ・京都城陽ＲＣ・京都西山ＲＣ・京都伏見ＲＣ及び奈良大宮ＲＣの７クラブをサポート
されます。

社会奉仕委員会・橋本委員長
５月１５日（日）に予定しています、佐保川清掃に伴う移動例会ですが、それは５月１７日（火）の振替にな
ります。未だ正式決定ではないのですが、例年どおりといたしますと、7：55佐保小学校集合、8：00清掃開始、
11：00に清掃終了予定です。例会は11：30頃から始めるつもりです。

　「平城京遷都の真実」
奈良文化財研究所　井上 和人氏

【平城京遷都1300年】
　昨年2010年は和銅３年（710）に都が藤原京から平
城京に遷都して1300年目であった。平城京は東アジ
ア世界の盟主であった唐の都・長安城を強く志向し
て建設された。その長安城は唐帝国の皇帝の権威を
対外的に誇示するために建造された、未曾有の大規
模な矩形（＝四角形）都城であった。平城京の規模・
形態は唐の都、長安城の半分の寸法を基本としており、
当時の唐と日本の国家関係を明示している。
　かつて平城京には都の周囲を囲む城壁である羅城（ら
じょう）がなかったとされていたが、私は、逆に、
京域の全周を築地塀（ついじべい）を主体とする閉
塞施設で囲んでいた可能性が強いと判断している。
これが平城京の羅城であり、外観上は長安城に比して遜色はなかった。　平城京の北端中央には内裏をはじめ、
国家の中枢施設の置かれた平城宮がある。その中心となる宮殿が大極殿であった。平城宮大極殿もまた、唐長
安城にあって、皇帝統治を具現する壮大な宮殿である大明宮含元殿（だいめいきゅうがんげんでん）のありよ
うを模倣したものであったと考えられている。
　平城京の建設を促したのは、唐による軍事的征服の脅威に対して、いかにわが国家を防衛し維持していくか
という緊迫した国際関係上の理由であった。都城とは城壁すなわち羅城で囲まれた首都をいう。わが国では７
世紀の後半、660年代半ばに、大和飛鳥の地に一部を羅城で囲まれた不定形の都城が現れる。
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ニコニコ箱　本日計 33,000円　累計　1,767,000円

【王宮と歴代遷宮】
　７世紀にいたるまで、大和王権の大王の宮殿すなわち王宮は、歴代遷宮といい、代替わりごとに新たな地を
選び新たな宮殿を造営する慣わしであった。
　630年、舒明天皇は、はじめて大和飛鳥に王宮を造営する。飛鳥岡本宮である。飛鳥岡本宮はこの半世紀来、
明日香村岡で発掘調査が続けられている飛鳥宮跡の最下層宮殿遺構群がこれにあたることは、すでに明らかに
されている。中層の皇極（こうぎよく）朝・飛鳥板蓋（いたぶき）宮、上層の斉明朝・後（もちの）飛鳥岡本
宮が同じ場所で重複している。つまり630年以前の大王家（天皇家）の歴代遷宮という永い伝統は630年を契機に
して途絶し、狭隘な飛鳥の地に固定する。なぜか。
【華夷（かい）思想の発動】
　630年および660年代の飛鳥での王宮そして都城のありようの原因は、いずれも中華帝国の動勢に求められる。
唐は隋帝国滅亡後の分裂していた中国大陸を628年に統一平定するや、四囲の国々に対する征服戦争を展開する。
これは皇帝権力を維持するための華夷統治思想に基づく政治的軍事行為であり、周辺諸国は唐からの攻撃を受
けた場合、服従か滅亡かの選択を迫られた。
  この歴史状況に対応したのが、険しい地形に守られた飛鳥奥部への王宮の遷移と固定化という事態であった。
さらに660年、朝鮮半島において、唐は新羅と連合して百済を攻撃し、滅亡させる。従来百済と密接な外交関係
にあったわが国は、唐による軍事的侵略の直接的脅威に直面することになった。660年代の飛鳥での不定形都城
の構築だけでなく、西日本地域で展開された数多くの朝鮮式山城造営なども、まさにこの危機に対応するもの
であった。時の中大兄皇子（＝天智天皇）政権は、さらに王宮を天険の要害の地と認識した近江大津に遷移す
ることになるが、いずれにしても、そうした施策は百済の採用していた防衛方式に準じたものであり、しかも、
それらは660年の唐の攻撃を前にして、ほとんど無力であったことが明白に実証されていたはずのものであった。
【矩形都城の建設】
　壬申の乱に勝利を得た天武天皇の政権は、天智政権がとった列島防備策とはまったく別の方向性を追求した。
それが律令制度を導入した強靱な央集権国家体制の構築策であった。その施策のもっとも重要かつ象徴敵な事
業として、唐の都城をしのぐと意識された理想的な首都・正方形プランをもつ、非軍事的色彩の濃い矩形都城
藤原京の建設が遂行される。
 しかし、20年余の歳月を要して完成した藤原京は当時の世界標準であった唐長安城に比べあまりにも都城とし
ての要件を欠くという認識が生じ、702年に33年ぶりに派遣され704年に帰国した遣唐使の見聞に基づいて、長安
城のありようをを強く意識した新たな都城・平城京の建設が強行されたのである。

矢追家麻呂君　３月５日職場見学でヤクルト京都工場を見学させていただきました。楠木さん、谷川さんには
大変お世話になりました。

藤井正勝　君　楠木委員長並びに谷川さんお世話をおかけしました。ありがとうございます。
楠木重樹　君　３月５日のヤクルト本社工場の職場見学、ご参加頂いた皆様、ご苦労様でした。谷川様、1から

10までお世話になりました。有難うございました。
髙野　治　君　井上先生、本日の卓話宜しくお願いいたします。
藤野城市　君　昨日は、私の還暦祝いで家族全員からプレゼントを頂きました。一気に赤い物がふえました。
楠原忠夫　君　先日の山歩き会　蓬莱山1,174.3ｍ登山　お世話になりました。
橋本和典　君　「堅田の落雁　比良の雪」近江八景で名高い比良山系蓮莱山に登ってきました。雪がイッパイ

風も強いし私には全く「オーミィー冷（ヒャ）ッケイ！！」でした。今日二人目の姫が誕生す
るかも？・・・楽しみです！

高辻良成　君　潮田先生、松岡弘樹さん、本日はありがとうございました。
松岡弘樹　君　高辻さん、潮田先生、本日はおめでとうございます。工事の安全と事業の成功をお祈り申し上

げます。
大塩栄作　君　来週の例会、登り窯の窯たきのため欠席します。例会後でもお時間がございましたら、是非見

学にお越し下さい。ニコニコに協力！
倉田智史　君　ニコニコ協力します
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例会変更

■�橿原ロータリークラブ　■
・�３月１８日（金）・・・キヘイ・ワイレアＲＣ例会訪問の為、休会。
・�３月２５日（金）・・・例会場所変更。　場所：ロータリーの森　時間：１２：３０～
※　両日ともビジター受付は行いません。

■�五條ロータリークラブ　■
・�３月３０日（水）・・・定款第６条第１節(c)により休会。
※　ビジター受付は同日、12：00～12：30まで南都銀行五条支店にて行います。

■�大和郡山ロータリークラブ　■
・�３月２１日（月・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。

■�橿原ロータリークラブ　■
・�４月　８日（金）・・・春の親睦家族会（移動例会）の為、例会変更。
　　　　　　　　　　　　日時：４月８日（金）１０：３０～　
　　　　　　　　　　　　場所：シェラトン都ホテル大阪２０階クリスタルエメラルド
・�４月２９日（金・祝）・・・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。

■�桜井ロータリークラブ　■
・�４月　６日（水）・・・観桜家族例会に変更の為、場所・時間変更。
　　　　　　　　　　　　 日時：４月６日（水）１５：１５～　場所：ＫＫＲホテル大阪
・�４月１３日（水）・・・定款第６条第１節(c)により休会。
※　ビジター受付は４月６日（水）・４月１３日（水）共に、12：00～12：30まで
　　例会場（桜井市まほろばセンター）にて行います。

■�平城京ロータリークラブ　■
・�４月　７日（木）・・・家族親睦例会の為、場所変更。　場所：高台寺「土井」
※　ビジター受付は行いません。

■�五條ロータリークラブ　■
・�４月２０日（水）・・・親睦旅行の為、例会変更　日程：４月１６日（土）
※　ビジター受付は行いません。

■�大和郡山ロータリークラブ　■
・�４月１１日（月）・・・時間・内容変更。
　　　　　　　　　　　　 台南西ＲＣとの姉妹締結３０周年記念例会　１２：３０～１６：００
※　ビジター受付は12：00～12：30奈良プラザホテル1Fロビーにて行います。

３　月

４　月
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本日のお客様
（３月８日）　　　　

大野　知法　様（奈　良ＲＣ）
呉服　弘晶　様（奈良東ＲＣ）

ＮＯＭＣ第１５５回　比良山系 蓬莱山
（日　時）　平成２３年　３月　６日 （日）
（参加者）　麹谷・飯田・小池・楠原・橋本・東田・辻・向井・植倉

（行　程）
　　　　６：０0　　近鉄 新大宮駅前　発
　　　　　｜　　　　　マイクロバス
　　　　７：３０　　関西ＴＶ蓬莱山山の家前　着
　　　　７：４０　　関西ＴＶ蓬莱山山の家前　発（登山開始）
　　　　　｜
　　　　８：４５　　小女郎峠レスキューポイント１　通過
　　　　　｜　　　
　　　１０：２０　　小女郎峠レスキューポイント２　通過
　　　　　｜
　　　１０：４０　　小女郎峠　通過
　　　　　｜
　　　１１：１０　　縦走レスキューポイント２１　通過
　　　　　｜　　　　
　　　１１：３０　　蓬莱山山頂　着　　
　　　　　｜
　　　１２：３５　　リフト山頂駅　発
　　　　　｜　　　　　　リフト
　　　１２：４０　　リフト山麓駅　着（下山終了）
　　　　　　　　　　　　昼食
　　　　　　　　　　　　入浴
　　　１４：００　　志賀町　発
　　　　　｜　　　　　　マイクロバス
　　　１７：００　　近鉄 新大宮駅　着（解散）

次週の例会
３月２２日（火）　　　　　

卓話　UBSグローバル・アセット・マネジメント株式会社　
　　　投信営業部長　日高　聖司　氏
　　 「資産運用のあれこれ」
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