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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21回 12月4日
通算1626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 ５５名
◎出席率 ８５．９４％

第19回 11月13日
通算1624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 １０名
◎補填者 ９＋４名
◎出席者 ６２名
◎出席率 ９８．４１％

例会プログラム

第22回 12月9日

通算1627回

１．開会の点鐘 17時30分

２．ソング

「奉仕の理想」

３．お客様の紹介

４．会務報告

５．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

本日例会前に第６回の理事会を開催致しました。本日の報告事項及
び審議事項を発表させて頂きます。
●年末交通事故防止啓発活動協力について、11/26、11/27両日に亘
り、宮西委員長始め、参加出席頂いた方、誠にありがとうございま
した。また詳しいことは後程宮西委員長より報告がありますので、
よろしくお願い致します。
●クラブ研修について、ＲＬＩが主催しまして、今年度から各クラ
ブでクラブ内研修をせよ、ということですので、ＲＬＩ委員会委員
長始め、また来年になってからやって頂きたいと思います。詳しく
は後程幹事よりお願い致します。
●来年３月３日に地区の職業奉仕講演会が開催されます。これは、
各クラブ１０人くらい出席してくれという地区からの要請です。当
クラブとしてもできるだけ行って頂きたいのは、私達のクラブの北
河原さんが講師として行かれるようですので、皆さん、できるだけ
行って下さい。詳しくは、大塩職業奉仕委員長まで宜しくお願いし
ます。
●小西会員のお母様が１１月２６日に９６才でお亡くなりになりま
した。クラブ定款に従い、クラブよりお供えをお送りいたしました。
心よりご冥福をお祈りいたします。
以上です。ありがとうございました。

【小西会員より】
失礼します。喪中葉書に父と母と二名書いてあって、さぞかし皆さ
ん、びっくりされたかと思いますが、今も会長のほうからありまし

本 日 の お 客 様

●岡 与志子 様（東京恵比寿ＲＣ）
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委 員 会 報 告

社会奉仕委員会：宮西委員長
先ほどから何度か話に出てきておりますが、先月の２７日、奈良警察署北側の壁面に安全運
動啓発のための看板を設置させて頂きました。２７日から約１か月間点灯しております。夕
方４時から夜中の２時まで点灯しております。是非前を通りかかられたらご覧頂きたいと思
います。２６日には雨の中、本当に多くの方にお手伝い頂きまして、お蔭様で無事終えるこ
とができました。３１名の方にお手伝い頂きまして、本当に深く感謝をしております。また、
会報に細かく載せて頂いておりますので、よろしくお願いします。有難うございました。

ロータリー財団常任委員会：森下委員長
１１月財団月間ということで皆さんにご協力頂き、有難うございました。ベネファクターも
新たに三名、ポリオも二回に亘ってご協力頂きました。それから年次寄付につきましても、
たくさんの皆さんにご協力頂いておりますが、まだ１５名の方、たぶん忘れておられると思
いますが、まだの方是非御協力宜しくお願いしたいと思います。決して強要するものではあ
りませんが、やはり年次寄付と言うのは、この年次寄付があって始めていろんな奉仕活動、
事業もできると思います。非常に大事かと思いますので、よろしくお願い致します。万円札
でお願いしますとは言いましたが、千円札でもよろしいですから、５千円でも千円でも結構
ですので、できるだけまだの方、宜しくお願い致します。これが財団委員長としての最後の
たってのお願いです。よろしくお願い致します。

雑誌・広報委員会：髙野委員長
１２月の「ロータリーの友」の読みどころを申し上げます。今月はまず縦書きの方のページ、
やはり一番関東の部分の所ですが、2660地区のＩＭの基調講演の話が載っております。認知
症の話で、前半部分は認知症とはどういうものか、予防するにはどうすれば良いか、等の話
で、後半の部分はそれから先に進みまして、終末医療の問題等のことが書かれております。
私も今７３歳の母親がおりますが、長男としてやはり親の認知症や介護と言うものに関して
は非常に興味が有り、是非参考にさせて頂きたいと思います。
それと、今月は家族月間ということで、左側のページは各クラブの家族を巻き込んだ奉仕事
業について書かれております。それと、次に縦書きのページですが、ロータリーアットワー
クということで、同じく各クラブの事業について書かれています。先日来情報集会で色々こ
れからの奉仕事業について話し合いをしましたが、こういったもので毎月目を通して頂けれ
ば、他クラブがどういうことをしているのか、ということが非常に参考になりますので、是
非お読み頂きたいと思います。それと、このロータリーアットワークの中で大和郡山ＲＣが
モンゴルを巻き込んで非常に大々的な素晴らしい事業をされています。奈良の北和クラブも
なかなかしっかりやっておるな、という思いを新たに致しました。それ以外にも縦書きの二
番目、片岡さん、昨年度の地区幹事長の会社のお話が載っております。これも是非目を通し
て頂きたいと思います。それと、夏の終りの事業や今回の警察の事業も是非、載せて頂くよ
うに投稿したいと思っておりますが、それ以外に毎月俳句や短歌の欄がありまして、たまた
まうちのクラブの計良さんが（このような）句集を出すくらいの方でありまして、是非一度
句会なども企画して、うちのクラブからも載せてみたいと思っております。

たように、それまで非常に元気だったんですが、先週月曜日に亡くなりました。こんなこと
言うのもなんですが、親父が１０２歳で今年亡くなりましたので、１００歳までは生きてく
れるかと思いましたが、肺炎を誘発しまして、２６日に亡くなりました。皆様方にご連絡も
しなかったのは、父の葬儀で非常に皆様方にお世話になりましたので、これ以上またお世話
かけるのもどうかな、という私の勝手な判断で、同じ場所で親戚、村の方で葬式をしてもら
いました。そういう意味では非常に心苦しいというか、何の連絡もしなかったことに対して
は非常に申し訳なかったと思っております。今年１月に父親、いま母親と同じ年に二人が亡
くなったという事で皆様に御報告致します。本当にどうもありがとうございました。

幹 事 報 告

●いつもでしたら「ロータリーの友」と一緒に配布される「ガバナー月信」ですが、ちょっ
と遅れていますので、１８日の例会には配布できると思いますので、ご了承ください。
●先ほど会長からご紹介がありましたクラブ研修会のことですが、多田廣クラブ研修リーダー
をディスカッションリーダーとして、所謂ファシリテーション形式による第一回のクラブ研
修会を行います。一応、５～１０年のロータリー歴の会員さんで、６～８名を一つのグルー
プとして行います。お名前を発表いたします。増井さん、小川さん、谷川さん、武中さん、
平方さん、水野さん、私の７名で行います。１月２９日例会終了後、約二時間に亘って、みっ
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ちりとする予定です。これは年に何回か行われますので、皆さんもその心積もりで準備をして
下さい。

年 次 総 会

＜会長＞
本日、年次総会を開催させて頂きます。慣例により、私が議長をさせて頂きます。議案は、次々
年度の会長と次年度役員理事の採決承認です。まずは出席報告をお願いします。

＜堀内出席委員長＞
会員総数 ７２名
出席者数は ５５名です。
＜楠原議長＞
会員総数７２名で定足数が２４名で、出席者５５名ですので、本総会は成立致します。去る１
０月２０日（火）指名委員会より指名された候補者は、本日の理事会で承認されましたので、
総会で審議採決承認して頂きたいと思います。それでは、成田指名委員長、報告お願い致しま
す。
＜指名委員会・成田委員長＞
初めに、ニコニコにも書きましたが、本当に長い間欠席しまして誠に申し訳ありません。まぁ、
だいぶよくなってきましたので、度々の検診と度々の薬の変換等でだいぶ良くなってきました。
これからは意気消沈しないでなんとか意気軒昂で努めて参りたいと思います。よろしくお願い
致します。
では、（候補者の）発表を致します。
・次々年度会長 福本 良平
・次年度副会長 冨川 悟
・次年度幹事 植倉 一正
・次年度会計 多田 実
・次年度理事 高木 伸夫

渡辺 英孝
植村 将史
山本 尚永
野﨑 隆男

以上でございます。
＜楠原議長＞
成田指名委員長、ありがとうございます。皆さん、何かご意見ありますか。ご意見がなければ
採決したいと思います。賛成の方は拍手をお願いします。
（拍手）
それでは、拍手多数と認め、此の議案は成立致しました。これにて年次総会を終わります。
ありがとうございました。
それでは次々年度会長に選ばれました福本さんよりご挨拶をいただきます。
＜福本次々年度会長より挨拶＞
只今、次々年度、会長のご承認を頂きました。よろしく
お願い致します。私、この奈良大宮ロータリークラブに
入会させて頂きまして、この１２月１４日でちょうど３
０年になります。まぁ、ちょうど入会させて頂いた当時
に緒方パストガバナーに「ロータリアンとしての心得」
というお話を聴かせて頂きました。その中でいつも一番
最初に思い出すのは、「例会の出席というのは義務では
なく、権利である」というお話でした。我々、例会に出
席するのは義務感をもって出てくるのではなく、我々は
例会に出れるという権利を持っているんだ。そういうロー
タリアンとしての誇りと自覚をもって活動して欲しいと
いう、そういうお話でした。私はなかなかそこまでの域にはなかなか達していないのですが、
これを機会に少しでも近づいて行きたいと思っております。また私が会長させて頂く年度には、
皆さんご存知のように北河原さんがガバナーお務めになる年でございます。ホームクラブとし
てどういう形で対応するか、これから考えて行かなければならないのですが、何れに致しまし
ても、会員の皆様方の絶大なるご協力をお願い致しまして、ご挨拶にかえさせて頂きます。有
難うございました。
＜指名委員会・成田委員長＞
それでは、指名委員会はこれをもって解散致します。ありがとうございました。
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卓 話

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～
生まれも育ちも奈良市、昭和４９年南都銀行に入行、

昨年退職いたしました。その間、平成２年から大宮支
店で約８年間在籍しましたのでこの中の何人かの皆様
には、たいへんお世話になりました。その節はありが
とうございました。

さて、奈良市観光協会は昭和６年に発足、社寺・宿
泊・飲食・タクシー、バス等の交通運輸など観光関連
を中心に現在約５００の事業所が会員です。５月興福
寺様境内で行われる「薪御能」８月お盆に戦没者などを慰霊する「大文字送り火」９月中秋
の名月に猿沢池で行われる「采女祭」３つの伝統行事の保存会事務局として祭事の執行をし
ています。
その他、燈花会、天平祭、なら瑠璃絵などの新しいイベントも、春日若宮おん祭、お水取り、
奈良時代歴代天皇御陵参拝、元興寺様地蔵会、率川神社様ゆり祭など各社寺の伝統行事にも
出仕しますので、おかげさまで年中忙しくしています。
観光案内はもうひとつの大きな柱です。ＪＲ奈良駅、近鉄奈良駅など市内５箇所の観光案内
所では年中無休、朝９時から夜９時までお客様にご案内をします。今年９月からは近鉄西大
寺駅構内にも土日だけの臨時案内所を開設しました。全ての案内所で英語対応をする他、今
年７月から中国、韓国のネイティブスタッフ４名を採用し、外国人観光案内に当たっていま
す。昨年案内所年間利用者は合計約５３万人、うち外国人は約８万人です。
情報提供も大切な仕事です。ホームページはもちろん、流行（はやり）のフェイスブックや、
メールマガジン、季刊の情報誌の発行などを通じて、お客様にご満足いただける情報をお伝
えするようがんばっています。
奈良には多くの観光資源があります。県内に３つの世界遺産、日本一の国宝の数、正倉院御
物は国宝になっていませんからこれを加えれば圧倒的に日本一ですね。歴史・文化・自然、
文学や芸術にも多く登場します。志賀直哉、堀辰雄、会津八一、入江泰吉多くの芸術家が題
材にしました。まんじゅうも清酒もお能も侘び茶も全て発祥は奈良です。京野菜が有名です
が、ルーツは全て奈良です。賀茂ナスも実は大和丸ナスと同じものなのです。
さて、「お水取り」の名で有名な「東大寺二月堂の修二会」は世界に誇る伝統行事です。大
仏開眼の西暦７５２年から、幾度の戦争にも災害にも、一度も途絶えることなく１２６０年
間続いています。おそらく世界で唯一だろうと国立博物館の西山厚学芸部長は言われます。
奈良県ビジターズビューロー主催で毎年３月お水取りの際に「修二会セミナー」が開催され
ます。
東大寺上司永照執事は「風雨順時」と言って、雨の季節には雨が、照るときには照ることが
毎年続き、作物が順調に実るように祈ったとも言われます。
普通は「お松明」が注目されますが、実に深い意味を持つ行事なのですね。
先日、奈良商工会議所主催で「韓国人旅行者おもてなし講座」と言うセミナーがありました。
講師の金美花（キム･ミーファー）先生は「日本人はすごい民族です。何百年も昔に大仏様が
戦火で２回も焼かれ、そのたびに多くの民衆が力をあわせて、前に勝るとも劣らない素晴ら
しい大仏様を復興してきました。昨年、東北の大震災で日本はたいへんな被害を受けました。
でも大仏様を復興された日本人なら、きっと今回も立派に復興されると信じています。」大
仏様の再建をこんな観点からお聞きしたのは初めてです。
奈良県はピアノの普及率、貯蓄率が高順位だということは有名ですが、自殺者が１０万人当
たり１７人と全国一少ないと言う事実をご存知でしょうか。厳しい時代を反映し年間３万人
以上全国平均で１０万人当たり２４人が毎年亡くなります。実は奈良県は僧侶、神職など宗
教者が多くおられ、人口約１４０万人の県なのに人口７００万人規模の千葉県や埼玉県より
多いと聞きます。悩みや心配事の解決には宗教者の役割も大きいようです。
私の好きな仏様を申し上げます。なかなかお会いする機会も少なく、普段は写真をパソコン
の前に貼ったり、入江泰吉さんや小川光三さんの写真集を眺めたりしています。
１つは東大寺戒壇堂の四天王像の一つ「広目天像」虚空を見る哲学的な目線が何とも言えま
せん。入江泰吉さんもお好みだったと聞いています。
いま１つは薬師寺東塔に安置されていた「釈迦苦行像」２０年ばかり前に大川逞一という当
時９３歳の仏師が彫られた新仏ですが目の前に立つと背筋がゾクッとします。お釈迦様が命
がけの修行をされたことが実感できます。皆様もぜひお会いになってください。
最後は吉野金峰山寺の「蔵王権現像」身の丈５ｍのまっ青な仏様が3体並びます。すごい迫力
です。「青」は仏様の慈悲を表す色とお聞きします。同寺の田中利典執事長様とは最近フェ
イスブックでお友達になりました。



5

観光案内所の職員はさすがです。楽しいコネタをたくさん知っています。
①大仏殿の東側、鐘楼にいたる階段を通称「猫段」と言います。ここでころんだら猫になる
と言われています。
②「餅飯殿商店街」はここに住んでいた箱屋勘兵衛さんが東大寺の高僧・理元大師様が吉野
で修行される時、いつもお餅やご飯をお供えしてお世話をしていたので「餅飯殿」と呼ばれ
ていたのが起源です。
③中国人観光客は奈良公園でカメラを空に向けて待ち構える人が多いです。「鹿飛出注意」
の看板は中国の方は文字通り鹿が空を飛んでくる、これは珍しいと思っておられます。
④春日大社の参道には石灯篭が２千基以上並びます。その中に１０数本だけ「春日大明神」
と刻印されたものがありますが（ほとんどは春日社と表示されています）
「１日で３本見つければ幸せになれる」と言う言い伝えがあります。
⑤中国の女性はお好み焼き、うどんなど「粉物」が大好きです。奈良市内でも粉物のお店を
よく探されます。
こんなコネタを数十件ほど奈良まほろば館・奈良県東京事務所に提供しました。これを東京
国立博物館で奈良の宣伝に利用する企画が進んでいます。
奥ゆかしくあまり自己主張しないのが奈良の県民性です。他地域と比べると、今まで宣伝･

広報があまり上手ではありませんでした。数々の素晴らしい宝物に囲まれながら、情報発信
力が弱く正当に評価されていなかった面は否定できません。メディア･マスコミの影響力は偉
大です。遷都１３００年祭ではあの「せんとくん」が年間２千回以上もメディアに登場し、
今や全国区のゆるきゃらです。観光協会は新しいゆるきゃら「しかまろくん」を作成し、現
在商標の登録を申請中です。
２００８年のフジテレビドラマ「鹿男あをによし」ではならまちのロケ地が賑わいました。
２０１０年ＮＨＫ「大仏開眼」でも僧･玄肪や行基が有名になりました。今や「ネットの時代」
と言われます。今後も、各種の情報発信に注力し、弱いとされていた若い世代にも支持され
る奈良を目指してまいります。
歴史の都・奈良、そうそう簡単に開発を進めるわけにも参りません。そこで「切り札は観光」
となります。平成２２年観光白書によれば、国内旅行消費額は約２３兆円、ＧＤＰの約５％
になります。直接従事者だけで２２９万人、雇用誘発は４４１万人、飲食、運輸交通など関
連事業をいれれば一大産業です。少子高齢化の進展で今後は人口増加もなかなか見込めませ
ん。交流人口を増やす観光こそが地域発展につながるのです。奈良市長も「福祉」と「観光」
に予算や人員を重点配分しがんばっておられます。
私の考える、観光のキーワードを３つ挙げます。
１つは「インバウンド」訪日外国人旅行者の増強です。次は「着地型観光」大都市の発信地
で企画する従来の団体旅行から、個人やグループ旅行が、その土地ならではの名物･体験など
を組み入れた旅行プランが人気です。最後は「（観光）プラットホーム」行政はじめそれぞ
れの団体が独自に行っていた事業を、情報や企画を一元化させる「ワン･ストップ・サービス
の提供」を目標にしています。
秋には「ミシュラン」が話題になりました。奈良では昨年に続き２２店の飲食店が認定され
ました。内外を問わず「旅の満足度」にはまず「食事」。ＪＮＴＯ（日本政府観光局）が２
０１０年実施した外国人の期待する項目のアンケート調査でも、韓国、タイ、アメリカ、フ
ランス人のトップ人気は食事、スペイン、台湾人もその第２位が食事となっています。「奈
良にうまいものあり」の認知が進めば、お客様も必ず増えるはずです。たとえば「飛騨牛」
のように、大和野菜、大和肉鶏など地産地消の食材をいかした「奈良の食」がいっそう認知
されることが観光振興の大切な条件と考えます。評判のよいお店もずいぶん増えてきました。
朝日新聞にノーベル賞候補で話題になった「村上春樹」さんが、鮎の名店･吉野の「つるべす
し弥助」さんやうなぎの「綿宗わたそう」さんの料理を誉めておられたと載っています。反
面、一部の旅館の食事など、もっと質の向上が必要か
もしれませんね。

まとめさせていただきますと、奈良観光活性化の決
め手は３つ、「１つは食事の充実」「もう１つは、女
性をターゲットにしよう」「最後は情報発信力の強化」
これができれば未来は明るいと、私は考えます。
お約束のお時間も近づいて参りました。『仕事をが

んばれば、誰もが喜び、笑顔になれる、これが「観光
業」である』と言われます。こんな仕事に携われるこ
とに感謝し、これからも、精進･努力して参ります。
今後ともどうか皆様、ご支援をよろしくお願いします。
本日は、最後までご清聴いただき、本当にありがとう
ございました。
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ニコニコ箱 本日計 84,000円 累計 1,478,000円

岡与志子 様（東京恵比寿ＲＣ） 友好クラブ 恵比寿ロータリーフォローアップ委員長
岡 与志子（おかよしこ）でございます。本日、例会に出席させていただきニ
コニコです。よろしくお願いいたします。

楠原忠夫 君 長岡様 本日の卓話 宜しくお願いします。11/26（月）11/27（火）年末交
通安全啓発事業 宮西社会奉仕委員長始め参加して頂いた皆様ご苦労さまで
した。ありがとうございました。

橋本和典 君 やっと折り返しの月に入りました。師走の字の如く、走って、走って、早く
時間が過ぎますように。

土谷宗一 君 長岡先生の卓話 楽しみに。
松岡弘樹 君 長岡先輩、本日の卓話楽しみにしております。よろしくお願いいたします。
野﨑隆男 君 本日の卓話講師の長岡様 よろしくお願い致します。それと私事ではありま

すが大阪にて新しくお店の方をオープンさせて頂きました。今後共よろしく
お願いします。

成田 積 君 病とはいえ、出席を重んじ基本とする例会を、あまりにも長い欠席をしてし
まいました。申しわけありません。度々の検診と度々の薬の変換等々で一進
一退であった容態も、このところ良くなってきました。これを機会に、意気
軒昂で努めて参ります。よろしくお願いいたします。

中井一男 君 長らく休ませて戴きました。これからもよろしくお願い致します。
楠木重樹 君 多くの方にご心配をおかけしました。久しぶりの例会、心が引き締まります。
北河原公敬君 野﨑様、過日はありがとうございました。今晩愚息公慈が再びインドのブッ

ダガヤに向って関空を出発します。
宮西正伸 君 結婚記念日お祝い有り難うございました。また、先日の奈良署への看板設置

にご協力頂き有り難うございます。
小池恭弘 君 山歩き同好会、今年度最後の登山を１２月２日第１７６回二上山５１７ｍ登

りました。少し時間があるので畝傍山も登り１６時より、桃谷楼にて一年間
の登山の反省会を致しました。計良様大変お世話になりました。

植倉一正 君 １２月２日山歩き会で、二上山と畝傍山へ登り、夕方からは忘年会と一日楽
しませて頂きました。計良さん、お世話になりました。

小西敏文 君 １１月２６日母が９５才で永眠いたしました。皆様方には御連絡せず申し訳
ありませんでした。本日クラブより供花をいただきました。皆様方のご厚情
に感謝いたします。

増井義久 君 １２月８日（土）１８：３０～１０ｃｈ満点青空レストランに出させていた
だきます。ありがとうございました。

辻本和弘 君 先日、テレビの取材がありました。放送は、１２月１５日（土）に奈良テレ
ビで２１：３０から放送されるらしいです。

森 完二 君 先日、母と家内と娘で女３人が奈良を楽しんで帰りました。「次は桜だな！」
だそうです。森様 いろいろありがとうございました。

弓場裕史 君 小西さん、本日はありがとうございました。
北神徳明 君 ロータリーの友情に感謝いたします。
中條章夫 君 今年も残す事１ヶ月を切りました。ニコニコのご協力ありがとうございます。
潮田悦男 君 ニコニコ協力
矢追家麻呂君 ニコニコ協力
森下泰行 君 ニコニコ協力
高辻良成 君 ニコニコ協力
大塩栄作 君 ニコニコ協力
谷川千代則君 ニコニコ協力

次週の例会 平成２４年１２月１８日（火） 卓話

奈良県副知事 稲山 一八 様

「紀伊半島大水害からの復旧・復興にむけて」」

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


