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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31回 2月19日
通算1636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 １０名
◎出席者 ５６名
◎出席率 ８４．８５％

第29回 2月5日
通算1634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 １３名
◎補填者 ６名
◎出席者 ５６名
◎出席率 ８８．８９％

例会プログラム

第32回 2月26日

通算1637回

１．開会の点鐘 17時30分

２．ソング「４つのテスト」

３．お客様の紹介

４．会務報告

５．卓話

松岡 嘉平治 氏

大正生まれの日本人

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

本 日 の お 客 様

●ダンガル，イシュワリさん（米山奨学生）

米 山 奨 学 金 支 給

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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２ 月お誕生日・結婚記念日

★お誕生日★

７日 森 一紀 君
１２日 辻本 和弘 君
１５日 松岡 弘樹 君
２２日 西口 栄一 君

★結婚記念日★
６日 楠下 重郎 君
６日 小西 敏文 君
７日 計良 隆司 君

１１日 武藤 廣茂 君
１４日 中條 章夫 君
２１日 有井 邦夫 君
２３日 森下 泰行 君

卓 話

奈良県農業協同組合経営管理委員会会長
奈良県農業協同組合中央会会長 永田正利様
『ＴＰＰ加入問題について農業団体の立場として』

１、奈良県の農業の現状
全国から見ますと奈良は小さな農業県です。経済力

は全国の１００分の１といわれておりますが、農業
についてはその半分で２００分の１です。農家戸数
もわずか２万８千戸、販売されている農家も１万５

千農家しかありません。生産高でも数年前は７００
億位でしたが、２年前の数字で４２４億と減っております。農家の戸数も減り、小さな農家
が多く、全国の平均耕作面積の４分の１で５反、まさに兼業農家ばかりという感じです。ま

た耕作放棄地も多く、約３６００ヘクタール、耕地面積の１９％の農地が耕作されておらず、
全国平均の２倍に相当します。原因は、都市に近い、農業では食べていけない、後継者の問
題などが考えられます。奈良は非常に小さな農業でありますが、生産物で全国的に名が売れ

ていますのは柿で、生産量は全国で２番目です。１番は和歌山で、奈良、福岡が首位争いを
しているという状況です。柿以外は、ほうれん草、イチゴ、なすなどが園芸作物として栽培

されており、特にハウス栽培、いわゆる付加価値の高いものを出荷して、農家が生計を立て
ておられるという状況です。是非知っていただきたいのですが、奈良はヒノヒカリという米
を栽培しております。日本穀物鑑定協会という穀物の食味を鑑定する国の機関がありますが、

奈良のヒノヒカリ、北海道のゆめぴりか、福岡の元気つくし、この３つの米が特別おいしい
と認定されました。魚沼のコシヒカリや新潟の米はおいしいという時代は過ぎております。
奈良のヒノヒカリは全国に誇れる米であり、柿は全国で一番おいしいといいますのが奈良県

の農業の特色であります。
２、奈良県農協の概要
私たちは、農業はただ食料を生産する目的だけではなく、地域の環境や、国土を保全してい
くこと、地方の文化を継承していくこと、特に奈良の場合は景観を守っていくことなど、様々
な形で農業の役割があり、地域の農業をしっかり守っていかなければならないという思いの
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中で仕事をしております。奈良県ＪＡは、平成１１

年４月に県下の４５ＪＡが一つになりました。これ
は全国で初めてであり、私共以外には沖縄県が単一
になっております。香川、佐賀、大分県も一つの方

向に向かって進んでおります。皆様のご協力のおか
げで事業量も増え、皆様からお預かりしております

貯金が１兆３千億円を超えました。貸出は２千７百
億円、共済保険は３兆円程あります。職員は２１４
９名おり、合併した時は２８６０名おりましたが合

理化で減らしました。合併当初は大変苦労致しまし
たが、何とか経営として成り立つようになりました。

３、ＴＰＰについて

ＴＰＰは交渉が締結されますと、農業については大きな打撃を被ると考えております。食料
自給率は現在全国で４０％ですが、これも農林省の試算で１４％になるであろうといわれて
おります。その中の大きな要因は、米、畜産関係であります。米の農家の販売は１俵６０キ

ロで１万５千円ですが、アメリカで生産されておりますコシヒカリは６０キロ当たり７千円
から５千円です。ＴＰＰが締結され、日本に関税ゼロで輸出すると、少なくとも半分から３

分の１になるといわれております。日本とアメリカでは農業規模が全く異なり、その中で生
産をしたものが関税ゼロでは競争にならないわけです。そうなりますと日本の農地が荒れ放
題になってしまう心配があります。２０数年前に材木が自由化され、それまで９０％国内の

材木が使われておりましたものが２０％強となり、山は荒れ放題、人々は山で住まなくなり、
限界集落がたくさん増えました。そういうことがＴＰＰによって起こってくる心配がありま
す。政府は自立できる農業を育てると言います。海外輸出をしっかりやればよい、日本の技

術は高い、日本の農作物はおいしいなどと新聞にも書かれておりました。ところが現実は、
米一つとりましても輸出できないということです。民主党政権下で、中国と米の貿易窓口が
できたといわれましたが、結局何もできておらず、今はほとんど米は止まっております。私

が全農時代２０万トン程中国に輸出しましたが、ただそれだけです。日本の米はおいしいの
で、中国で２０倍も３０倍も売れるといわれますが、中国は、カツオブシムシという米に沸

く虫を駆除するために、何日間か規定の倉庫で消毒しないと受け入れず、とても採算がとれ
ません。これは日本の米が中国に入るのを止めるためですが、やむを得ず全農だけが神奈川
県でその倉庫を作って輸出したわけです。２０倍３０倍売れるのであれば商社がもっと売っ

てくれるはずです。特に今は中国との関係がよくありませんので、ストップがかかっている
状況です。マスコミや経済界はまさにＴＰＰありきです。マスコミは農業とＴＰＰというと
らえ方をしておりますが、そうではなく医療や保険の問題など様々な問題、交渉していく課

題があります。自民党は選挙の中で６つの公約をしております。（①聖域なき関税撤廃を前
提にする限り交渉参加しない。②自由貿易に反する自動車等の工業製品の数値は受け入れな
い。③国民皆保険制度を守る。④食の安全・安心の基準を守る。⑤国の主権を損なうような

ＩＳＤ条項は合意しない。⑥政府調達・金融サービス等は、我が国の特性を踏まえる。）中
国に近々総理大臣が行かれるようですが発言が気になります。皆さんと一緒に注視しながら、
私たちも郷土を良くするために努力してまいりたいと思います。



4

ニコニコ箱 本日計 69,000円 累計 2,251,000円

楠原忠夫 君 永田様 本日の卓話宜しくお願いします。
橋本和典 君 昨日母が89回目の誕生日を迎えました。大分弱ってきましたが、大阪から電

車で生駒まで１人で来てくれます。幼い時１人で電車に乗れたのが嬉しかっ
たように母もニコニコして来てくれます。

松岡嘉平治君 永田会長、お忙しい中、卓話 ご苦労様です。
有井邦夫 君 永田会長 お忙しい中、ありがとう存じます。楽しく拝聴させて戴きます。

結婚記念日のお祝い感謝致します。
野﨑隆男 君 本日の卓話講師の永田様 よろしくお願い致します。有井さん、武藤さん、

ありがとうございました。
中條章夫 君 結婚記念日のお花、ありがとうございます。４１年間つづきました。これか

らも二人楽しく健康で送りたいです。本日もたくさんのニコニコ協力ありが
とうございます。

小西敏文 君 結婚記念祝いのお花有難うございました。
森下泰行 君 結婚記念日のお祝ありがとうございます。
武藤廣茂 君 結婚記念のお花ありがとうございました。
西口栄一 君 誕生月で ニコニコ協力します
潮田悦男 君 2月10日に私の長男に二人目の男の子 誕生しました。
金星 昇 君 スカイツリーへ行って来ました。新幹線車窓より富士山の眺めは最高でした。
中村信清 君 只今盆梅展開催中 ３月10日迄 尚2月25日はおんだ祭りです。ユーモラスな

所作を一度見て下さい。
北神徳明 君 増井さん 奈良グルメフェア―実行委員長就任おめでとうございます。私く

し達ロータリアンに奈良のうまいものを食べさせていただける事を楽しみに
しております

植村将史 君 先日 ダイ・ハードを観に行きました。中條さんとお会いしましたが・・・
それはさておき、あと5Kgダイエットしてブルースウィルスに近づきます。

柴田直三 君 連続欠席のおわびです。
矢追家麻呂君 ニコニコ協力
土谷宗一 君 ニコニコ協力
森山斗福 君 ニコニコ協力
石野捨雄 君 ニコニコ協力
濱田英資 君 ニコニコ協力
冨川 悟 君 ニコニコ協力
森 完二 君 まだまだ寒い日が続きます。風邪などひかない様に 来週もニコニコ宜しく

お願いします。

例会変更のお知らせ

2 月 ■あすかロータリークラブ■
・２月２８日（木）・・・夜間例会の為、例会時間変更。
時間：１９：００より

※ビジター受付は、同日12：00-12：30まで橿原ロイヤルホテル
フロント横にて行います。

3 月 ■生駒ロータリークラブ■
・３月６日（水）・・・例会変更。
場所：アントレいこま①
時間：１８：００より

次週の例会 平成２５年３月５日（火） 卓話

美術絵文字作家
エモアール有限会社 代表取締役
生き物文化誌学会正会員
豊下 康次 様 生き物達の創作絵文字～絵文字ビオアート～

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


