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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13回 10月2日
通算1618回

◎会員数 ７２名
◎出席規定免除者数２４名
◎出席義務者数 ４８名
◎欠席者 ９名
◎出席者 ５３名
◎出席率 ８５．４８％

第11回 9月18日
通算1616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 ４名
◎出席者 ５８名
◎出席率 ９５．０８％

例会プログラム

第14回 10月 9日

通算1619回

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
社団法人まちづくり国際交流

センター理事長 吉田 浩巳様

「ＮＰＯ法人の中身について」

６．閉会の点鐘 18時30分

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

本日第四回目の定例理事会を開催しましたので、報告させて頂きま
す。

報告事項

●９月２８日、橋本幹事・植村親睦活動委員長と共に、楠木さん、
佐川さん、井上さんの三人の病気お見舞に行ってまいりました。楠

木さんと佐川さんはお家にお帰りになっており、ご自宅で療養され
ています。井上さんはまだ病院におられました。三方共、一日も早
い例会出席を目指して頑張っておられます。

●９月２９日（度）第一回鴟尾の会会長・幹事会（ホスト：奈良西
ＲＣ）が開催されましたので、私と幹事で出席してまいりました。
各クラブから特に大きな報告事項などはありませんでしたので、各

クラブからの情報交換と、親睦を深めて参りました。

●秋の交通安全運動協力市民決起大会について及び献血協力事業に
ついて、宮西社会奉仕委員長より報告がありました。

●ロータリー財団新地区補助金について、藤井奉仕プロジェクト委
員長より報告がありました。

●第一回情報集会については潮田副会長より報告がありました。

本 日 の お 客 様

●平川 泰厚 様（京都山城ＲＣ）
●福村 浩之 様（奈良ＲＣ）

●泉谷 良宏 様（奈良東ＲＣ）
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審議事項

●１１月６日ガバナー公式訪問についての情報が橋本幹事よりありましたので、理事会で承

認しました。

●１０月３０日のクラブ協議会開催について。今西ガバナー補佐が来られて、ガバナー公式
訪問の時のクラブ協議会の予行演習をするということです。

●１０月３０日は臨時総会で、会長ノミニーを決める指名委員会を開催されることを承認し
て頂きました。

●国際奉仕委員会の米山奉仕月間の活動予定について楠下国際奉仕委員長より報告がありま

した。

●ロータリー財団月間については、森下ロータリー財団委員長より報告がありました。

●先ほど入会されました小原靖浩さんの所属委員会については、ニコニコ委員会と会報・Ｉ

Ｔ委員会となります。

●第二回情報集会は１１月の終わり頃にありますが、このテーマにつきましては潮田副会長
に一任という事で決まりました。

●第二回の家族親睦例会は１２月９日（日）大阪キタであるらしいです。また詳しい事は植
村委員長から発表があると思います。１２月１１日（火）の繰り上げ例会です。１２月１１
日はビジター受付をするということで、理事会決定しました。

●１１月６日のガバナー訪問ですが、こちらに来られる前に京都の洛南ＲＣを訪問されるよ
うで、その時間の都合で例会開始が１７：５０になりますので、皆さんまた言いますが、２
０分繰り下げますので、お忘れのないようにお願い致します。またガバナー訪問が近づきま

したらご連絡致します。

委 員 会 報 告

職業奉仕委員会：水野副委員長

以前に皆様の御自宅に１０月２１日の移動例会のご案内をさせて頂いておりましたが、いよ
いよ日程が近づいてまいりました。日時については１０月２１日でございます。あと、ご案

内をさせて頂いております内容から若干変更点がございます。集合時間ですが、ご案内には
８：００集合８：３０出発という形でご案内させて頂いておりましたが、バス会社と打ち合

わせをさせて頂いたうえで１０：００に不審庵に到着するには少し早めて欲しいという要望
がありまして、恐れ入りますが８：００出発ということで行程を決めさせて頂いております。
つきましては来週以降の例会に状差しに再度ご案内を入れさせて頂きますので、皆様お間違

いのないようにお願い致します。１０月２１日８：００出発で近鉄奈良駅春日ホテル前集合
です。

雑誌・広報委員会：髙野委員長

１０月の「ロータリーの友」の読みどころを紹介させて頂きます。先ず横書きの方ですが、
２２ページから、来年６月に国際大会がポルトガルのリスボンで開催されるとのことです。

そこで、リスボンに関しての非常にきれいな写真と詳細で魅力的な記事が載っておりまして、
是非これをお読み頂いてリスボンに一度行ってみたいと、多くの方が国際大会にご参加頂け
れば、と思っております。

次に縦書きの７ページからですが、ワイン作りの話が出ております。松本南ＲＣのメンバー

さんの話です。実を言うと私は、十年ほど前、塩尻ワインという一升瓶に入っているいかに
も安そうなワインを頂きました。それを飲んでみたら非常に美味しかったということもあり

まして、ちょうど今回この記事を読みましたら、この方が塩尻ワインの研究に取り組まれて
きたという事で苦労話なんかも色々載っておりまして非常に面白い内容ですので、是非お読
み頂けたら、と思います。

それと１４ページですが、毎月バナー自慢というのが出ております。こちらに私どもの友好
クラブである東京恵比寿ＲＣのバナーが出ておりますので、そちらも併せてご覧頂ければ、
と思います。
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国際奉仕委員会・米山担当：中嶌委員長

１０月は米山月間です。地区から毎年のように米山寄付金の豆辞典が送られてきております
が、昨年土谷さんが作られた「ロータリーの米山奨学事業考」という三枚のコピーが非常に
解り易いので、豆辞典と一緒に今年も状差しに入れさせて頂きましたので、宜しくお願いい

たします。奈良大宮ＲＣの一人当たり寄付金は奈良県下では１３クラブの中で絶えず２位・
３位の成績を維持しております。これは大きな顔が出来るのも、以前土谷さんが米山地区委
員長として活躍されたこと、また奈良大宮ＲＣには米山地区委員としてご活躍された方がた

くさんおられたからだとも思います。地区からのクラブ一人あたりの寄付金目標は￥24,000
ですので、本年も￥30,000の寄付金を皆さんにお願いしております。誠に厚かましい話です
が、状差しに金額を記載した封筒を入れておりますので、趣旨をご理解の上、ご協力の程、

お願い致します。それと、封筒に「もう一歩！」というスタンプを押してある方があるかと
思います。決してご寄付が少ないからもう一歩ということではなく、逆に寄付の累計の多い

方で本年度の通常の寄付金30,000円にプラスしてもう2,000円して頂ければ何回目かの功労者
になれる方です。本年度は冨川さんが地区委員として活躍されています。冨川さんに、楠原
さんに花を持たせてあげたいと思われる方は、是非も「もう一歩！」のプラス2,000円をお願

いします。通常のニコニコの一回分以下の金額です。ニコニコを止めて米山に、とは決して
言いません。ニコニコはお願いですが、是非ともご協力お願いします。

親睦活動委員会・谷川副委員長

第二回目の親睦ゴルフコンペを１１月１５日に飛鳥C.C.にて開催致します。本日より回覧致
しますので、是非多数の参加をお待ちしております。よろしくお願いします。

新入会員入会式

推薦者（顧問）・高辻良成君より紹介

本日ご入会されますＮＴＴの小原靖浩さんの御紹介をさせて

頂きます。Ｓ４１年神戸のお生まれで、当クラブでは水野さ
んと同じ歳になります。同志社大学ご卒業後、ＮＴＴにご入
社、その後東京、大阪、福岡等を歴任され、今年７月から奈

良支店法人営業部長の職に就かれております。お顔を見て頂
きます通り、非常に精悍で色黒な方でございます。ご趣味は、
とお伺いしますと、ジョギングとのことですので、実際は毎

月200ｋｍ程度走るランナーであります。勿論フルマラソン
の経験もおありでして、ベストタイムを伺いますと、３時間４５分ということです。素人ラ

ンナーではサブフォーと申しまして４時間を切るのはかなりの目標であり、それを切ると一
流と言いますか、立派な素人ランナーだということになるようです。毎週火曜日、私は４時
間近くお酒を飲みますが、４時間走るというのはかなりなことだと思います。ご家族は勿論

奥様はおられますが、一男一女の父親でいらっしゃいます。ご自宅は高槻にあるようですが、
大宮に単身赴任ということです。これはロータリー活動に邁進して頂けるお覚悟だと期待し
ております。是非仲良くして頂いて、早くロータリーの仲間となって頂きます様に宜しくお

願いいたします。

小原靖浩君より挨拶

みなさんこんばんは。この度、皆様のお仲間に入れて頂くこ

とになりましたＮＴＴ西日本の小原でございます。高い所か
らではございますが、ご挨拶という事で失礼をいたします。

今ご紹介を頂きました通り、私、この７月から奈良の地に赴

任と言う形でお邪魔をしております。かれこれ三か月経って
おりまして、こういった場でお仲間に入れて頂くことが遅く
なったことを私も大変恐縮に思っております。私は奈良自体

は生まれてこの方勤務地としては初めてで、関西は色々な所
で勤務、それから仕事の出張等も色々な所に行っておりましたが、そういう意味では奈良は
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委嘱状・新入会員小原靖浩君顧問・高辻良成君

クラブ討論会②（職業奉仕担当）

事業目的

今月は職業奉仕月間であり、改めて職業奉仕について見つ

め返す機会にして頂くとともに入会の浅いメンバーについ

ては、他のロータリアンの職業奉仕を聞くことで学びを得

て、今後の事業運営の一助にして頂きたいと考えます。ま

た今月号の「ロータリーの友」（Ｐ６）にも職業奉仕につ

いての記事が掲載されていますのでご参考下さい。

＜ 各会員の主な意見 ＞

・自分の仕事を誠実に一生懸命やる事が必然的に社会貢献に繋がる。

・職業奉仕はロータリーの１つの切り口で、各個人が事業を通じて社会に奉仕できるかどう

かが重要である。事業は人それぞれなので、それぞれの貢献の形があってしかるべきであ

る。

・暴利を貪る必要もないが逆に利益を削る必要もない。事業を成功させるのは適正な利潤で

顧客の満足度を追求する以外にない。

・職業奉仕を詠っているのはロータリーのみである。適正なお金を頂戴して、一生懸命事業

を行うことで社会に貢献するという考え方は他の団体にはないものである。

初めての土地という所で、これは、この場で色々なことを教えてもらいなさい、という事を

表しているのかな、と思っております。かれこれ三か月経って、非常に穏やかで、深みのあ
る土地だな、と私は思っておりまして、まだまだ分っていないことが多くございます。そう

いう意味ではまたこの場を借りて、皆様の御指導を頂きながら、奈良の地のお役に立って参
りたいと思っております。是非これから宜しくお願いしたいと思います。大変恐縮ですが、
ご挨拶ということにかえさせて頂きたいと思います。
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・４つのテストに基づいて事業を行えばよい。

・本来、職業奉仕はＩ serve 社会奉仕はWe serveであるが、昨今職業奉仕もWe serveの傾

向があるように思う。

・ロータリーはアメリカ発祥で、利益優先型社会の中なので、あえてそうならないように職

業奉仕が求められているが、日本社会では元々その道を極めたり、人を育てたり、会社が

家族のようであったりとその業をなすことで社会貢献が出来る社会構造であり、当たり前

のことを取り組むだけで職業奉仕である。

・利益主義だけでなく、コンプライアンスを守り、倫理観を持って取り組むことである。

・ロータリークラブには職業分類があり、ロータリーアンはその業種の代表であるとよく認

識してその仕事に携わる事だと思う。

・職業を通じて社会に貢献するには、その職業についての倫理観と使命感が重要である。

・昨今の経済状況の中で社員に夢を持たせ、利他を考えつつ競合他社に打勝つのは難しい事

ではあるが、社員の頑張りに助けられているように思う。

・職業を通じて社会貢献するのは、自分個人ではあるが、個人の品格や倫理感をより高める

必要がある。ロータリーには様々な職業の方がいるので親睦を図る事で、得たものを自分

自身や会社にフィードバックさせる事が更なる社会貢献に繋がると思う。
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ニコニコ箱 本日計 49,000円 累計 886,000円

楠原忠夫 君 井上さん、楠木さん、佐川さん １日も早い例会出席願ってます。本日は職

業奉仕委員会の皆さん お世話になります。

橋本和典 君 結婚記念日のお祝い有難うございました。３７本の赤バラ 今年もキレイに

咲いてます

北河原公敬君 来週、東日本大震災の被災地へ３日間の予定で行きますので例会欠席します。

麹谷 瀞 君 永くご無沙汰していました。

高辻良成 君 小原さん 入会おめでとうございます。期待しています。

増井義久 君 小原さん入会おめでとうございます。本日読売テレビ「クチコミ新発見！旅

ぷら」の撮影が物集女で有ります。ＫＡＢＡちゃん、島崎和歌子さんが来ら

れます。

宮西正伸 君 ニコニコ協力です

矢追家麻呂君 ニコニコ協力

森下泰行 君 ニコニコ協力

松岡弘樹 君 ニコニコ協力

渡辺英孝 君 ニコニコ協力

今﨑和民 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

倉田智史 君 ニコニコ協力

次週の例会 平成２４年１０月１６日（火）

卓話 株式会社大和農園グループ 取締役社長

吉田 裕 様

「種の世界について」

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

例会変更のお知らせ

１０ 月

■五條ロータリークラブ■
・１０月２４日（水）・・・１０月２８日ＩＭに変更。
※ビジター受付は１０月２４日(水)12：00～12：30
南都銀行五条支店にて行います。

・１０月３１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
南都銀行五条支店にて行います。


