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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20回 11月20日
通算1625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 ３名
◎出席者 ５９名
◎出席率 ９５．１６％

第18回 11月6日
通算1623回の修正

◎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 ４名
◎補填者 ２＋１名
◎出席者 ６５名
◎出席率 ９７．０１％

例会プログラム

第21回 12月 4日
通算1626回

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
社団法人奈良市観光協会

事務局長 長岡光彦様
「観光活性化の決め手は、
食事・女性・情報発信力」
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

委 員 会 報 告

指名委員会・冨川委員
指名委員会から、次々年度の会長候補及び次年度の理事役員候補者

の指名者を発表させて頂きます。尚、次年度の理事役員につきまし
ては、次年度小西会長の推薦者を 優先に選ばせて頂きました。
●次々年度会長候補 福本良平 君

●次年度副会長 冨川 悟 君
●次年度幹事 植倉一正 君
●次年度会計 多田 実 君

●次年度理事 高木伸夫 君、渡辺英孝 君、植村将史 君、
山本尚永 君、野﨑隆男 君

以上の方につき、１２月４日（１２月第一例会）に、皆さんに採決

をして頂く、ということになっております。また、現在までに指名
者以外で、会長への立候補者はありませんでした。

社会奉仕委員会・宮西委員長
前回の例会でもご案内させて頂きましたが、年末交通安全運動啓発

活動で、奈良警察署北側に看板を設置します。今日皆さんの状差し
に入れさせて頂いておりますが、下部に写真の載っている文書です

が、これは完成予定図でまだ設置した訳ではありません。日程は、

本 日 の お 客 様

●石﨑 俊介 様（奈 良ＲＣ）
●紀 珂 さん（米山奨学生・平城京ＲＣ）
●ダンガル，イシュワリ さん（米山奨学生）
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事情で、少し早くなりまして、２６日（月）１３：３０～当クラブメンバーのみで看板の設

置をしなければなりません。プロの業者がパッと付けて下さるわけではありませんので、ちょっ
と人手が要りまして、1～２時間だけでもお手伝い頂けましたら非常に有難いと思っておりま
す。翌２７日（火）例会は休会ですが、この日の１６時～一条高校の生徒さんと一緒に街頭

で交通安全啓発を致しまして、それが一段落つきましたらいよいよこの看板を裏からライト
アップさせまして、その両サイドはイルミネーションで光らせるようになっておりますので、

その点灯式ということです。１７：３０～桃谷楼に於きまして懇親会をさせて頂きます。懇
親会だけ参加して頂いても楽しいかと思います。これらの何れかに来て頂きましたらＭＵ扱
いにさせて頂きます。宜しくお願いします。両日とも集合は奈良警察署ですが、駐車スペー

スがやや少ないので、誠に申し訳ないのですが、近隣の駐車場にお停め頂ければ誠に有難い
です。出欠表を回覧しますが、今日しか回せませんので、ご協力、よろしくお願い致します。

新世代委員会・藤井委員長
ご報告させて頂きます。本日状差しに当クラブが奨学金をお渡ししましたお一人のレポート
が載っています。どうぞ一読してあげて下さい。

ロータリー財団常任委員会・森下委員長

今月はロータリー財団月間ということで皆さんにご寄付をお願いしておりますが、多額のご
協力を頂いておりまして、有難うございます。年次寄付では現在、５４名・５９万円頂いて
おります。まだ出して頂いていない方は、是非宜しくお願いします。それから、ベネファク

ターも新たに２名の方に御加入頂きまして有難うございます。それから、ポリオ+の募金です
が、先週募金箱を回させて頂きましたら、￥41,000集まっています。先週休まれた方もおら
れますし、パスされた方もおられますので、本日もう一度募金箱を回させていただきますの

で、よろしくお願い致します。

親睦活動委員会・植村委員長

ご連絡申し上げます。
●まず、先日行いました親睦ゴルフ大会の結果の発表です。大変寒い日でしたが、なんとか

天候もギリギリもちました。３位：中奥さん、２位：髙野さん、１位：小西さん。どうもお
めでとうございました。
●先週から出欠表を回させて頂いておりますが、１２／９年末家族親睦例会、本日も回覧致

しますので、まだご記入いただいていない方、是非とも早めにご記入の程、よろしくお願い
致します。
●本日例会終了後、下の「若草の間」にて、ちょっと遅くなり非常に申し訳ないのですが、

森さんと小原さんの新入会員歓迎会を開きたいと思います。今の所、多数の方に残って頂け
るように聞いておりますので、楽しく過ごしたいと思います。突然の参加もＯＫですので、
よろしくお願い致します。尚、親睦活動委員会の皆様は、その「若草の間」で、 初５～１

０分くらい、委員会を行いますので、漏れ落ちなき様参加をお願い致します。

増井前年度幹事

前年度理事会からのご報告をさせて頂きます。冨川会計監査からご指摘のありました今年度
の会計のポイントです。友好クラブ太宰府ロータリークラブ３５周年式典についての支出は、

第１１回定例理事会議事録におきまして、報告をさせて頂きましたので、ご報告申し上げま
す。現在、年間報告を作成しておりまして、近い内にお手元にお届け出来ると思います。そ
の時にご確認の程、よろしくお願い致します。

米 山 奨 学 金 授 与

米山奨学生：ダンガル，イシュワリさん

学 校：帝塚山大学
月額奨学金：10万円
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１１月お誕生日・結婚記念日

★お誕生日★
５日 中嶌 大 君

１３日 矢追家麻呂 君
１８日 松岡嘉平治 君
１８日 佐川 肇 君

２４日 中井一男 君
２５日 宮坂久永 君

★結婚記念日★
３日 小川祥夫 君 ４日 倉田智史 君 ６日 成田 積 君

７日 清岡正教 君 ８日 門脇伸幸 君 １１日 水野憲治 君
１３日 山本尚永 君 ２３日 中奥雅巳 君 ２４日 中井一男 君

卓 話

帝塚山大学 経営情報学部 奈良大宮ＲＣ所属

米山奨学生 ダンガル，イシュワリ さん

母国ネパールの紹介

正式名はネパール連邦民主共和国であり、南アジアにある

小さい国です。東、西、南の三方をインドに囲まれ、北方
を中国チベット自治区に接しています。西北から東南方向
に細長い内陸国です。国土は主に三つに分かれています。

世界 高地点エベレスト（サガルマータ）を含むヒマラヤ
山脈および中央部丘陵地帯と、南部のタライ平原です。高いエベレストから低いタライ平原
があるため高い所から低い所まで生息する動物や植物があって自然の豊富な国です。ヒマラ

ヤ登山の玄関口としての役割を果たしています。面積は14.7万平方キロメートル（約北海道
の1.8倍ぐらい）です。2010年、政府中央統計局推計によると人口は2,804万人です。首都は
カトマンズです。公用語はネパール語で、会社や学校では英語でも通用します。通貨はネパー

ル・ルピーです。日本の円に換算すると１ルピー＝１円 (円高や円安により毎日変動)です。
まだ発展していない国であるため、識字率は約５０%です。日本との時差は－３時間１５分で

す。多民族・多言語国家（インド・アーリア系の民族と、チベット・ミャンマー系民族）で
あり、民族とカーストが複雑に関係し合っています。現在は約１００民族が存在します。さ
らに、民族によって言語も異なり、約９２言語が存在します。また、宗教もヒンドゥー教

（元国教）、仏教、イスラム教、アニミズム等とその習合が混在します。民族による独特の
衣装や文化、お祭り、食べ物などで文化的にも非常に豊富です。主な産業として農業や観光
業が挙げられます。約７０%の人々は農業をしています。自然の豊かなところなので観光業界

も非常に魅力的です。山国であるため特にヒマラヤ観光やハイキング等は非常に人気です。
エベレストを含む８０００メートル級の山は８コもあるので、世界各国から毎年ハイキング
等で訪れる観光客の率が高いです。いろいろな問題があって減少する傾向でしたが、 近は

徐々に伸びています。これ以外にも、湖や深い森、さらに珍しい花や動物等を見るのもネパー
ルを訪れる目的の一つです。サービス業も主な産業の一つです。ヒンドゥー教と仏教は主な

宗教ですので、全国的に約3000のヒンドゥー寺院と1200以上の仏教寺院があります。毎年た
くさんの国から大勢の観光客が寺院にお参りに来ます。ブッダの生誕地ルンビニもネパール
にあるので仏教の人々にも有名です。ルンビニはネパールの中では有名な観光地です。それ

以外に、首都カトマンズ、バクタプール、パタン、ムッチナット、ポカラ、チタワン等も有
名な観光地です。国境はインドと中国・チベットと接しているため、食文化もインド料理と
中華料理・チベット料理が融合されたものです。全体的に味としては、インド料理と似てい
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ることが多いですが、ネパール料理はインド料理より少しマイルドな食感です。ダルバート

は代表的な家庭料理です。ダルは豆のスープでバートはご飯のことです。ダルバートと一緒
に出るのはタルカリとアチャルです。タルカリはカレーのことで、アチャルは漬物のことで
す。それからディロというソバやトウモロコシなどの粉を粥状に煮た食べ物もお米が収穫で

きない山の上で住んでいる人々はよく食べます。教育分野には力を入れてはいますが、まだ
まだその力が不足しています。ネパールの識字率は約５０%です。小学校へ行く割合は約９０

%ですが、中学校や高等学校へ進学する率は約半分です。さらに大学や大学院へ進学する人々
は非常に少ないです。その理由として学校が遠い所にあることや、畑仕事に人手が足りない
ことや、学校が中心部に集中していることなどが挙げられます。

いろいろな問題を抱えていますが、政治的不安定、識字率が低い、失業率が高い、働く場所
が少ない等が主な問題です。まだ、未開拓の市場ですので、今後発展できる可能性はありま
すが、そのために設備投資やインフラストラクチャー、工場建設などに力を入れていかなけ

ればならないです。これらを進めるために一番重要なのは政治的な安定だと考えられます。

年末交通安全啓発事業

社会奉仕委員会

年末交通安全啓発事業として、奈良警察署壁面にライトアップ式看板を設置いたしました。
１１月２７日からの約１カ月間、夕方４時から深夜２時まで点灯します。
看板は、２６日の雨の中、多くのメンバー様のお手伝いにより４時間がかりで設置、２７日

は、一条高校の生徒さんと一緒に街頭で交通安全啓発活動を行い、その後、佐保保育園の園
児の掛け声とともに点灯しました。看板は穏やかなイメージ、また左右は、心を落ち着かせ
る効果があるといわれております、ブルーのイルミネーションで飾っており、奈良警察署の

皆様にも感謝いただいております。２日間で３１名の会員様にお手伝いいただきまして、無
事終えることができ、会員の皆様には深く感謝いたしております。今後ともご協力の程、何
卒よろしくお願い申し上げます。
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ニコニコ箱 本日計 60,000円 累計 1,394,000円

楠原忠夫 君 風邪のため、声が出ません。迷惑かけますが、宜しくお願いします。ダンガ
ル イシュワリさん、卓話ありがとうございます。これにてお礼の言葉に代え
させて頂きます。

橋本和典 君 ナマステ、今日は、ダンガル イシュワリさん 今日の卓話楽しみにしていま
す。貴女とお会いする度に昔行ったネパールのヒマラヤの事が思い出されて
なりません。日本人に優しく親切で、本当に素敵な人々でした。観光、登山
はもちろん食事も大変おいしかったです。皆さんも是非ネパールへどうぞ。
満足するよ。

井上正行 君 ２ヶ月ぶりに例会に出席する事が出来皆様のお顔を見させて貰い懐かしく思
いました。９月１８日に大腸ガンを手術しましたが、今の所、多臓器やリン
パ線に転移はしてない見たいです。ほっとしておりますが糖尿病にもかかっ
ている見たいです。こちらの方はボチボチ治療をして行くつもりです。入院
中には多数の皆様にお見舞に来て戴き又お見舞品まで頂戴しましてありがと
うございました。

佐川 肇 君 長らく欠席して申し訳けありません。やっと体調が戻ってきましたので、今
日から出席いたします。皆様に御心配とご迷惑をお掛けしました。ただ、ア
ルコールと食事に制限がありますので、夜の会は遠慮させて頂きますのでご
容赦下さい。

潮田悦男 君 井上さん、佐川さん、無事復帰おめでとうございます。
小西敏文 君 佐川さん、井上さん、元気な姿を拝見し安心しました。これからも宜しく。
松岡嘉平治君 ９３歳の誕生日も元気で過ごすことができました。お祝い、ありがとうござ

いました。ますます元気で社会奉仕に尽くしたいと思います。
矢追家麻呂君 お誕生日のお祝いありがとうございました。
倉田智史 君 結婚記念日のお祝を頂きましてありがとうございました。今年も無事１６回

目をむかえることが出来ました。今週もニコニコに協力頂きましてありがと
うございました。

山本尚永 君 結婚記念日のお祝いありがとうございます。
髙野 治 君 イシュワリさん、卓話頑張って下さい。
小原靖浩 君 本日は歓迎会開いて頂きありがとうございます。今週末大阪マラソン走って

きます。無事ゴールに行けますように。
有井邦夫 君 お世話になります。よろしく。
石野捨雄 君 チョット、ゴルフで良い事がありました。
渡辺英孝 君 ニコニコ協力
市田富久夫君 ニコニコ協力
濱田英資 君 ニコニコ協力
中奥雅巳 君 ニコニコ協力
西本隆一 君 ニコニコ協力
中條章夫 君 今週もニコニコ協力ありがとうございます。

例会変更のお知らせ

12 月 ■大和高田ロータリークラブ■
・１２月１８日（火）・・・親睦家族会に変更。
場所：リーガロイヤルホテル

※ビジター受付は行いません。
■奈良西ロータリークラブ■
・１２月１３日（木）・・・年末家族忘年会のため、変更。
※ビジター受付は、同日17：30-18：00まで奈良ロイヤルホテル１Ｆ
フロント横にて行います。

・１２月２７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。
■王寺ロータリークラブ■
・１２月２５日（火）・・・望年会のため、日時場所変更。
日時：１２月２２日（土）18：00-
場所：リーガロイヤルホテルクラウンルーム

※ビジター受付は、１２月２５日（火）12：00-12：30まさごビル１Ｆ
にて行います。

■平城京ロータリークラブ■
・１２月２７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。
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■生駒ロータリークラブ■
・１２月１９日（水）・・・家族親睦例会のため、日時・場所変更。
日時：１２月２３日（日）17：00-
場所：シェラトン都ホテル大阪

※ビジター受付は行いません。
・１２月２６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。
■奈良東ロータリークラブ■
・１２月１９日（水）・・・家族忘年例会のため、時間・場所変更。
日時：同日 18：00-
場所：ル・ベンケイ

※ビジター受付は行いません。
・１２月２６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。
■大和郡山ロータリークラブ ■
・１２月２４日（月・振替休日）・・・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３１日（月）・・・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。

1 月 ■王寺ロータリークラブ■
・１月１日（火）・・・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。
・１月８日（火）・・・新年例会の為、例会場変更。
場所：信貴山 料亭旅館 みよし

※ビジター受付は、２０１３年１月８日（火）12：00-12：30
ビジター受付のみ まさごビル１Ｆにて行います。

・１月１５日（火）・・・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。
■奈良西ロータリークラブ■
・１月３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。
・１月１０日（木）・・・新年会の為、例会場変更。
場所：霊山寺

※ビジター受付は、同日17：30-18：00まで奈良ロイヤルホテル１Ｆ
フロント横にて行います。

■平城京ロータリークラブ■
・１月３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。
・１月１０日（木）・・・定款第６条第１節(C)により、休会。
※ビジター受付は、同日18：00-18：30までホテル日航奈良３Ｆロビー
にて行います。

■生駒ロータリークラブ■
・１月２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。
・１月９日（水）・・・18：00-「あやめ館」にて通常例会。
■奈良東ロータリークラブ■
・１月２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 ■
・１月９日（水）・・・新年会の為、変更。
時間：18：00-
場所：リバーサイドホテル

※ビジター受付は、行いません。
■大和郡山ロータリークラブ■
・１月７日（月）・・・新年例会の為、時間・場所変更。
時間：18：00-21：00
場所：西大和さえき（0745-73-3393）

※ビジター受付は、当日12：00-12：30奈良プラザホテルロビーにて
行います。

・１月１４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。

次週の例会 平成２４年１２月９日（日）
年末家族親睦例会

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


