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2012-13年度当クラブテーマ

『活力あるクラブ作り』

四つのテスト

１．真実かどうか

２．みんなに公平か

３．好意と友情を深めるか

４. みんなのためになるかどうか

例会状況報告

第9回 9月4日
通算1614回

◎会員数 ７１名
◎出席規定免除者数２３名
◎出席義務者数 ４８名
◎欠席者 ８名
◎出席者 ５６名
◎出席率 ８７．５０％

第7回 8月21日
通算1612回の修正

◎会員数 ７１名
◎出席規定免除者数２３名
◎出席義務者数 ４８名
◎欠席者 ７名
◎補填者 ６＋４名
◎出席者 ６８名
◎出席率 ９８．５５％

本 日 の お 客 様

●鍵岡 正隆 様（橿原ＲＣ）
●野口 洋司 様（橿原ＲＣ）

例会プログラム

第10回 9月 9日

通算1615回

１．開会の点鐘 17時00分

２．ソング

「４つのテスト」

３．会務報告

４．閉会の点鐘

国際ロータリー第２６５０地区

ガバナー 河本 英典

Bridge the Gaps

会 長 報 告

本日例会前に第三回目の定例理事会が開かれましたので、理事会報
告を致します。
●新世代委員会の「おおみや」防災とキッズのサマーステージが無

事終了しました。その決算報告を承認しました。詳細は藤井委員長
より報告頂きます。

●１０月２１日（日）職場見学について。現在出席が５４名です。
今日大塩委員長も水野副委員長も欠席ですが、１０月２１日参加の
程、宜しくお願い致します。

●１０月２８日第４組IMについて。橿原ロータリークラブから本日
お越し頂いておりますが、一人でも多くの参加・出席をお願いいた
します。

●大塩さんのお見舞いについて。二回入院され、入院日数が一週間
を超えましたので、８月２８日クラブよりお見舞いいたしました。

●献血協力事業について。これは後程宮西委員長より報告がありま

すが、出席頂いた方はＭＵ扱いとすることを決定いたしました。
●新入会員・ＮＴＴ西日本の小原さんについて入会承認を致しまし

た。会社の都合がつき次第入会予定でございます。
●３５周年準備委員会発足について。メンバーにつきましては、小
西会長エレクトの意向を入れまして、決定しました。発表いたしま

す。中條さん、小池さん、増井さん、高辻さん、高木さん、植村さ
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ん、矢追さん。以上の方で準備委員会の運営をお願いいたします。委員会決定事項は、理事
会報告致します。
●１０月２１日の職場見学は１０月２３日の例会変更とし、１０月２３日はビジター受付を

行うことになりました。
●小西エレクトより３５周年記念例会の日程が発表されました。２０１４年（平成２６年）

１月２１日（火）です。皆さん、しっかり覚えておいて下さい。

委 員 会 報 告

社会奉仕委員会：宮西委員長
いよいよ明後日（木）ですが、近鉄奈良駅６階の献血ルームに於きまして、献血事業協力を
させて頂きます。時間は10：00-16：00までです。献血をお願い出来ますのが、69歳までの方

なんですが、69歳以下の方でも薬をおのみになられている方等はお断りしているとのことで
す。何卒宜しくお願い致します。社員の方等、たくさんの方にご参加頂けると有難いと思い
ます。

それと、社会奉仕委員会として今年は献血事業への携わり方ということも少し考えまして、
ブルーベリージャムを持って帰って頂けるような企画も考えておりますので、それも併せて
ご案内させて頂きます。一人でも多くのご参加をお待ちしております。

新世代委員会：藤井委員長

先ほども会長からご報告がありましたが、３１日～９月１日、防災とサマーステージの企画
につき、無事終了させて頂きました。会員の皆様、多数ご参加頂きまして、どうも有難うご
ざいました。報告しますと、子供達は水ロケットを作っていきいきと飛ばしていました。大

宮小学校の北から南の端まで飛びますから非常に楽しく頑張っていたと思います。また、夜
の防災の講演会につきましては参加の大人たちは、真摯に真剣に講演者の話を聞いておられ
ました。

雑誌・広報委員会：髙野委員長
月初という事で、「ロータリーの友」の読みどころをご紹介させて頂きたいと思います。先

ず縦書きの方のページ初め2ページの所からですが、地区大会の記念講演という事で、「いの
ちの森を未来につなぐ」ということで、私は造園屋ですので、非常に興味深く読ませて頂き

ました。色々と古来から庭園の部分ではマツやマキ、最近はコニファーと言いましてゴール
ドクレストやブルーヘブンというようなひょきっとしてのっぽのものが流行っているのです
が、本来やはり日本と言うのは、こちらに照葉樹という言葉が出てくるのですが、シイやブ

ナやカシのような森で覆われていたと、これまでの我が国の植生の状態、それから昨年震災
がありまして、今後またその辺りをどのようにしていったらいいのか、ということを非常に
興味深く読ませて頂きました。実をいいますと私ども植木屋の方でも、勿論最近色んな商品

が出てますので、お金になるのでそれはまあそれでお客様にはご提案させて頂きますが、本
当のことをいうと、一番日本に適しているのはこちらに書いてあるようなシイやカシのよう
なものが本当は一番適しているんです。そういう意味から是非読んで頂きたいというのと、

今月は16ページに同論・異論というのがあるのですが、今回のテーマがクラブの合併につい
て、ということで、四人の方がいらっしゃってご意見を述べておられます。非常に切り口の

違ったご意見を頂いておりますので、これも是非目を通して頂きたいです。また、次のテー
マは法人会員の是非、ということですので、もし何かご意見がおありの方がいらっしゃいま
したら、私の方までご連絡下さい。左の方のページは、今月は新世代月間ということで、冒

頭から各クラブがどういう事業をやったか、というようなことが紹介されています。
読みどころとしていつも書いてある記事のことを紹介させて頂いておりますが、是非うちの
クラブの記事も紹介して頂きたいと思っておりまして、先日の事業について、新世代委員会

さん、どうか宜しくお願い致します。

会報・ＩＴ委員会：中奥委員長

ホームページの方に、皆さんが行なっておられる事業・活動内容を掲載していこうと思って
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おります。申し訳ございませんが、お写真とコメントを委員会から当委員会もしくは事務局に

頂きましたらホームページに掲載して行こうと考えておりますので、どうぞよろしくお願い
いたします。同好会についても同じですので、よろしくお願いいたします。

出席委員会：堀内委員長
本日ＰＲにも来られておられます橿原ロータリークラブさん主催によります第2650地区第4組

Intercity Meetingが10月28日に行われます。本日出席表を回しております。内容は先ほどお
聴き頂いたと思いますので、皆さんのご出席を宜しくお願い致します。

親睦活動委員会：植村委員長
最終のご案内です。
●次の日曜日、家族親睦例会の件ですが、現在約80名の方のご参加のお返事を頂いておりま

すが、そろそろ締め切りたいと思いますので、最終チェックの上、変更等ございましたらお
知らせ頂きますようお願い致します。

●9月13日、第1回親睦ゴルフ大会のご案内をさせて頂いておりますが、大体メンバーが決定
しており、6組で行いたいと思います。ご変更ございましたらいち早くご連絡頂きますようお
願い致します。

●10月16日県下のゴルフ大会の申し込みも、実は9月11日までですが、当クラブは11日休会で
すので、本日で締め切りたいと思います。よろしくお願いいたします。
●ロータリー囲碁同好会の案内が参っております。10月20日（土）ということですので、ご

参加・ご興味ある方は私の方までご一報下さい。
●9月9日の家族親睦例会の件で打ち合わせをしたいと思いますので、親睦委員会の皆様、例
会終了後、出た所にお集まりください。よろしくお願いいたします。

橿原ＲＣ：鍵岡正隆様・野口洋司様よりIntercity Meeting ＰＲ
大宮ロータリーの皆様、こんにちは。私達、本年度第

４組Intercity Meetingを務めさせて頂きます、橿原ロー
タリークラブＩＭ実行委員長の鍵岡と総務部会長の野

口洋司さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
平素はロータリー活動に通じて、なにかとご支援いた
だきまして有難うございます。本日は、１０月２８日

（日）に開催されますＩＭをＰＲさせて頂きます。
古の都、橿原の地に於きまして、ゼネラルリーダー・
岡村吾郎パストガバナー様御指導の下、ＩＭを開催さ

せて頂く運びとなりました。ホストを務めます私達橿
原ロータリークラブ会員一同、心を込めて皆様をお迎
えする所存でございます。御承知の通り、今年度は日

本人三人目となりますＲＩ会長・田中作次さんが就任されました。「奉仕を通じて平和を」
（Peace Through Service）をテーマとされています。また、2650地区河本ガバナー様は「隔
たりをなくそう」（Bridge the Gaps）を挙げられました。本年第４組ＩＭテーマを「地域社

会とロータリー」と致しました。式典の後のフォーラムでクラブ事情の異なる３クラブの会
長様を中心に地域に根差した奉仕活動の在り方や、ロータリー活動の取り組むべき課題や問

題点を改めて見つめ直す意味も含め、意見交換をして頂きます。その後、元ＮＨＫワシント
ン支局長であり、現在ジャーナリストとして著名な手嶋龍一氏による記念講演を予定してお
ります。懇親会ではアトラクションとして廣畑弥生と“かりんからん”による音楽をお楽し

み頂きます。大いに懇親を深めて頂きまして、友情の花を咲かせて頂くよう願っております。
当日少し早めにお出で下されば、お茶席や芸術短大生の作品展示などもしておりますので、
また見て頂けると思います。

皆様方のご参加を、橿原クラブ全員が、心よりお待ち申し上げます。一人でも多く出席して
頂きますよう宜しくお願いします。有難うございました。
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卓 話

国際ロータリー第2650地区 新世代委員長 杉村 仁氏

「新世代のための会議」

ヒトラー・ドイツが全ヨーロッパを支配し英国たった一国が戦いを続けていた1940年（米国
は1941年12月から参戦、この時は中立国）。英国本土はドイツ空軍・ルフトバッフェの攻撃

にさらされ、9月7日にはロンドンが大空襲を受けた。英国々民は「国が滅びる」のを感じ、
反戦思想で育ったオックスフォードやケンブリッジのエリート大学生が最も危険な空軍に志
願しドイツ空軍と死闘を演じたという。

時の首相チャーチルは国民の間に犠牲的な精神が広がる事に感動し「英国が今後千年続いた
ら後世の人々に『この時こそ、彼らの最良の時』と言わしめようではないか。」と国民に呼
びかけた。

国難が国民を一つにし国を救ったのである。
ふり返って我が国はどうであろうか、子や孫にこの国を良い形で残し渡していけるのであろ

うか。
田中作次ＲＩ会長はテーマを「奉仕を通じて平和を」とかかげられた。日米開戦から71年を
経て広島、ホノルル、ベルリンで世界平和会議が開催される。誠に意義深くある意味では象

徴的でもある。我々国際ロータリー第2650地区新世代委員会は田中作次ＲＩ会長のテーマの
もと全力で奉仕活動を展開する所存である。
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大宮地区防災訓練サマーステージ「避難所体験会」

夏休み最後の8月31日（金）9月1日（土）に実施

阪神・淡路大震災と東日本大震災の教訓から大規模災害への防災意識を高めるため、奈良市

の大宮地区防災防犯協議会の要請を受け奈良大宮ロータリークラブ協力の下、奈良市立大宮
小学校で１泊２日の「避難所体験会」を開催しました。崩壊している地域込みにティーにお
いて地元の子供達と高齢者が協力・参加出来る事業としました。

①宇宙航空研究機関機構(JAXA)のコズミックカレッジPART2「宇宙 へチャレンジ・水ロケッ
トをつくって飛ばそう!」
児童約90人がペットボトルを使ったロケット作りを体験しました。児童は、日本宇宙少年団

(YAC)大和まほろば分団の指導でロケット作りに挑戦。運動場に設けられた専用の発射台で、
完成した水ロケットを大空めがけて飛ばしました。
②大規模災害時の避難所生活を想定し、参加者は夜、体育館で段ボールを使って仕切りを作

り、床にタオルを敷くなどして寝床を整えました。段ボールを使用して寝泊まりするなどし
ました。
③地元から約１５０人が参加。同小の体育館前で「避難者名簿」に記入し、周辺の防犯パト

ロールをしました。炊き出しでは参加者にカレーライスがふるまわれました。
④東日本大震災多賀城市の教訓と題して奈良市の姉妹都市である多賀城市交通防災課主幹松

戸幸二氏の講演会があり、３・11当時のビデオ映像や体験から「車に頼らず自力で避難して
下さい」と語られました。
⑤朝ラジオ体操とドコモの災害時伝言板の活用方法の勉強会を行いました。

普段テレビでしか見ない避難所生活の体験は、防災についての考え方を改めるよい機会になっ
たと思います。
１泊２日の「避難所体験会」を通し 地元の人々の絆を確かめる事業になったと確信しまし

た。

ロケット制作集合 ロケット完成 ロケット発射準備ＯＫ

多賀城市防災講演 翌朝ラジオ体操講演会楠原会長挨拶



6

ニコニコ箱 本日計 60,000円 累計 634,000円

鍵岡正隆様・野口洋司様（橿原ＲＣ） ＩＭＰＲに寄せていただきました。よろしくお願い

します。

楠原忠夫 君 杉村様 本日の卓話ご苦労様です。宜しくお願いします。また、先日の大宮

防災とキッズのサマーステージ、藤井委員長始め新世代委員会の皆様お世話

になりました。

橋本和典 君 鍵岡様・野口様 本日はご苦労様です。ＲＩ2650地区第４組ＩＭが成功裏に

終えられる事を心より祈っております。野口先輩（職業分類が同じ）頑張っ

て下さい。応援します！

藤井正勝 君 会長・幹事、はじめ会員の皆様新世代委員会の皆様ご協力ありがとうござい

ました。無事終了しました。ホッとしております。また杉村地区新世代委員

長様お世話になります。

弓場裕史 君 杉村先生 本日卓話楽しみにしておりました。よろしくお願い致します。

宮西正伸 君 あさって木曜日の献血事業、皆様のご協力をお願い致します。

高辻良成 君 昨夜はゲリラ豪雨と稲妻の光る中、情報集会に、多数ご出席いただき、また

活発に意見交換できたこと、誠にありがとうございます。私もいろいろな思

いを述べさせていただき、それをきちんと受け止めてもらい、大変有意義な

情報集会となりました。

濱田英資 君 先日（８月３０日）は情報集会、お世話になりました。色々と教えていただ

くことも多く、懇親を深めることが出来て、大変有意義でした。ありがとう

ございました。

高木伸夫 君 誕生日のお祝い有難うございました。

植村将史 君 冨川さん、中奥さん、先日はごちそうさまでした。次回、コマでも宜しくお

願いいたします。ニコニコ

矢追家麻呂君 ニコニコ協力

森下泰行 君 ニコニコ協力

小西敏文 君 ニコニコ協力

森山斗福 君 ニコニコ協力

門脇伸幸 君 ニコニコ協力

市田富久夫君 ニコニコ協力

倉田智史 君 昨日は情報集会お疲れ様でした。豪雨の中、たくさんの方々に来て頂きあり

がとうございました。先月のニコニコのご報告ですが２２６，０００円、累

計５７４，０００円、大変好調です。ありがとうございます。残暑が大変厳

しいですが、お体に気を付けて頂き、ニコニコも御協力頂きますようお願い

致します。今月も宜しくお願いいたします。

次週の例会 平成２４年９月１８日（火）
新入会員卓話 市田 富久夫 君

●会報・IT委員会/中奥雅巳 冨川悟 平方貴之 webmaster/中奥雅巳


