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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34回 3月12日
通算1639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 ５７名
◎出席率 ８６．３６％

第32回 2月26日
通算1637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 ８名
◎補填者 ７＋１名
◎出席者 ６５名
◎出席率 ９８．４８％

例会プログラム

第35回 3月26日
通1640回

１．開会の点鐘 17時30分
２．ソング
「幼なじみ」

３．お客様の紹介
４．会務報告
５．卓話

㈱ナラプロ代表取締役
加藤真治様
プロスポーツを通じた
地域振興

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

●長島 祐司 様（東京恵比寿ＲＣ）
●中村 真一 様（東京恵比寿ＲＣ）
●野崎 正史 様（東京恵比寿ＲＣ）
●牛尾 和夫 様（東京恵比寿ＲＣ）
●尾形 偉幸 様（東京恵比寿ＲＣ）
●勝部 哲男 様（東京恵比寿ＲＣ）
●福井 貞夫 様（東京恵比寿ＲＣ）
●中山 悦憲 様（東京恵比寿ＲＣ）
●吉澤 信司 様（東京恵比寿ＲＣ）
●山内啓三郎 様（東京恵比寿ＲＣ）
●河合 克美 様（東京恵比寿ＲＣ）
●木村安気子 様（東京恵比寿ＲＣ）
●徳江 陽子 様（東京恵比寿ＲＣ）
●湯野川恵美 様（東京恵比寿ＲＣ）
●安藤 邦子 様（東京恵比寿ＲＣ）
●岡 与志子 様（東京恵比寿ＲＣ）
●中山 桂子 様（東京恵比寿ＲＣ・中山様ご令室）
●吉澤 仁子 様（東京恵比寿ＲＣ・吉澤様ご令室）
●竹本 薫 様（東京恵比寿ＲＣ・中山様ご令室ご友人）
●竹本 恵子 様（東京恵比寿ＲＣ・中山様ご令室ご友人）

会 長 報 告

●まず今日は、友好クラブ東京恵比寿ロータリークラブよりたくさ
んの方に大宮ＲＣの例会に出席して頂き、誠に有難うございます。
本日はこれから東大寺二月堂の修二会の見学に行かれるとの由、古
都奈良の伝統行事を十二分にｅｎｊｏｙして頂きます様お願い致し
ます。



2

●先週７日（木）に清岡会員の病気お見舞に、私と橋本幹事、植村親睦活動委員長と三人で
行ってまいりました。清岡さんの具合は、まぁまぁお元気そうでしたが、日によって状態が
変るとのことで、お見舞はもう少し時間を置いてから来て欲しい、とのことでした。お見舞
は各自のご判断に任せます。
●久しぶりに「会長の時間」をさせて頂きます。この４月１３・１４日に開催されます地区
大会について少し私なりに勉強しましたので、発表したいと思います。
地区大会とはどのようなものか。私も２８年在籍しておりますが、もう一つ解っておりませ
んでした。地区大会というのは「ガバナーと地区内クラブ過半数の会長の合意によって定め
られる時及び場所において、地区内ロータリアンの大会を毎年開催するもの」とあります。
目的は、「地区の奉仕プログラムやプロジェクトを紹介する。奉仕に更に参加するようロー
タリアンの意欲を向上させる。クラブレベルを超えたロータリーのビジョンを共有する。思
い出に残る親睦の経験を愉しむ。ロータリーのリーダーと交わる機会を提供する」とありま
す。場所は、「地区は、できるだけ多くの参加者が出席でき、不必要な財政的負担を最小限
に抑える場所で地区大会を開催するよう奨励されている」。続いて推奨事項として、「会期
は丸２日間～３日間とする。会員の参加を高める為、討論グループを含める。ロータリー及
びロータリー財団に関する内容に重点をおいた均衡のとれたプログラムを含める。できるだ
け多くの出席を奨励する為に費用はできるだけ抑える。配偶者の行事やその他の行事が重複
しないよう日程を調整し、参加者全員が本会議に出席出来るよう奨励する。『友愛の広場』
などで地区やクラブのプロジェクト展示を行うよう推進する。新しいロータリアンのために、
特別オリエンテーションを提供する。クラブ会長を務めた、或いはクラブで指導的な役割を
３年以上務めた関心をもつロータリアンのために、地区大会の直前、直後に丸一日を充てた
地区指導者育成セミナーを含める」とあります。
そこで、配られた地区大会の要項を見ると、きちんと４月１２日にはゴルフ交流会、１３日
には会長幹事地区委員長会議、ＲＩ会長ご夫妻代理歓迎晩餐会。４月１４日にはＲＩ会長ご
夫妻代理を囲む朝食会、新会員セミナー、地区指導者育成セミナー、地区新世代フォーラム、
余興として「オペラの誘い」など、本会議、懇親会とあります。このように、地区大会とい
うのは主催するガバナー事務所が誠心誠意頑張って効率よく考えられた大会ですので、この
１３・１４日に登録されている方は出来るだけ出席して頂く様お願い致します。また、出席
された方は、出来るだけ最後まで残られるようにお願い致します。当クラブも次の次の年度
には地区大会を頑張って行かなければならないので、次年度もそうですが、今年もできるだ
けみなさん、地区大会に出来るだけ出席して頂き、どのような雰囲気か、勉強して頂く様お
願いしまして会長の時間と致します。有難うございました。

委 員 会 報 告

社会奉仕委員会：宮西委員長
社会奉仕委員会からご案内させて頂きます。明後日（木）近鉄奈良駅6Fの
献血ルームに於きまして、第二回献血協力を行ないます。会員の皆様は勿
論、お一人でも多くの社員様、関係者様にご参加頂きますと非常に有難い
です。それと、前回の例会で申し上げました通り、本日こちらに（持って
来ております）「ご当地献血ちゃん」の特大サイズのぬいぐるみ（この大
きさでは全国初）を第二回献血協力の時に奈良県赤十字血液センターに寄
贈させて頂きます。色んな団体や場所で今後これをご活用頂ければ、と思っ
ております。それでは明後日、よろしくお願い致します。

親睦活動委員会：谷川副委員長
第三回親睦ゴルフコンペのご案内をさせて頂きます。4月18日（木）花吉野C.C.です。9：20
スタートで開催致します。ちょうどギリギリ桜も楽しめるのではないかと思っておりますの
で、奮ってご参加の程お願い致します。本日から回覧致します。

次々年度『ガバナー月信』担当幹事：植村会員
北河原ガバナー年度・「ガバナー月信」担当幹事の植村でございます。担当幹事が発声する
のは初めてかと思いますが、まずはガバナー月信の表紙の写真について少しご説明申し上げ
たいと思います。通常13回あるのですが、奈良を基点として京都・滋賀・福井と回り、写真
を掲載したいと思っております。つきましては皆様のご協力を得まして素敵な写真を用意し
たいと思いますので、皆で写真を撮って、ということも企画したいと思います。その都度ご
案内申し上げますので、ご協力の程、よろしくお願い致します。

幹 事 報 告

来週3月19日は例会はございません。休会ですので、お間違えのないようにお願いします。
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卓 話

ダイシン化工株式会社 取締役 社長室長 森井 康文 様
シルクロードの終着点～奈良の響き～

私は１２年前、生駒ロータリークラブの会員
で、懐かしく、やはりロータリークラブは楽
しいところだと思います。趣味で太極拳をやっ
ておりまして、そのバックミュージックとし
て二胡がよく流れており、自分でも弾けない
かと思い４年前から弾きはじめました。奈良
の町、特に奈良の神社、仏閣、奈良町界隈に
非常に似合う音楽、楽器だなと感じまして、
奈良の音として広めていきたいと思います。
奈良はシルクロードの終着点ですが、二胡自
体がモンゴルから東に伝わり、揚子江を通っ
て日本に入ってきたということで、シルクロー
ドに重ねて曲を順番に並べ、簡単な解説を交
えながら弾いていきたいと思います。
二胡は中国の民族楽器で、琴筒は雌のニシキヘビの皮で覆われ、２本の弦を間に挟んだ弓で
弾きます。音は女性の一番高音できれいな音、やわらかい音といわれております。二胡は
「弾く」といわず、「二胡を歌う」といわれ、歌声となり、歌う人それぞれによって響きが
違ってきます。
１、草原情歌 モンゴルの大草原をイメージした曲です。
２、郷 音 中国の内陸部、揚子江の上流あたりの曲で、日本語では風のたより

（シャンイン）という意味です。
３、蘇州夜曲 揚子江を下り、水の都蘇州、中国を代表する曲といわれておりますが、

実は日本の「支那の夜」の主題歌で、西條八十作詞、服部良一作曲の
日本の曲です。

４、燕になりたい 満州に移りまして、「燕になりたい」という二胡では代表的な曲です
が、燕のように翼をもって、彼氏、彼女のもとに飛んでいきたいとい
う曲です。

５、イ・サン 満州から朝鮮半島へ移ります。朝鮮王朝第２２代国王のイ・サンとソ
ンヨンの甘く切ない韓流ドラマ「イ・サン」のテーマソングです。

６、竹田の子守唄 次に日本、隣の京都の名曲、竹田の子守唄です。
７、悲しい酒 昭和の名曲、昭和の歌姫、美空ひばりの名曲です。
８、シルクロード 奈良シルクロード博が行われた際、ＮＨＫが特別番組で海や陸のシル

クロードを放映しておりましたが、その時のテーマソングが喜多郎の
シンセサイザーによるシルクロードでした。

リクエストによって、「荒城の月」「琵琶湖周航の歌」をご演奏いただきながら、会員も一
緒に歌い、たいへん和やかな卓話の時間となりました。

東京恵比寿ロータリークラブ様懇親会

3/12(火)の例会と第1262回東大寺修二会に際し東京恵比寿ロータリークラブの方々20名がお
越しいただき、お水取り・お松明 見学の後、懇親会を行いました。あいにく滞在は短時間
でしたが、天候には恵まれ、にぎわう奈良を満喫してお戻りになりました。
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ニコニコ箱 本日計 107,000円 累計 2,456,000円
東京恵比寿ロータリークラブ 様 恵比寿ロータリーたくさんでお伺いいたしました。よろ

しくお願い申し上げます。すてきな天気でニコニコです。
楠原忠夫 君 森井様 本日の卓話宜しくお願いします。東京恵比寿ロータリークラブの皆

様ようこそおいでくださいました。歓迎いたします。
橋本和典 君 森井様 本日の卓話、有難うございます。どうぞよろしくお願い致します。

東京恵比寿ロータリークラブの皆様ようこそおいで下さいました。
北河原公敬君 東京恵比寿ＲＣの皆様ようこそご来訪くださいました。修二会（お水取り）

行法も１２日目となりました。大変な人出で充分にご参拝いただけるか心配
です。別の機会にでも二月堂内の行法を聴聞していただきたいと願っており
ます。今晩皆様と行動を共に出来ませんことをお許し下さい。

潮田悦男 君 東京恵比寿ロータリーの皆様、ようこそいらっしゃいました。
西口栄一 君 東京恵比寿ロータリークラブの皆様 ようこそお越しくださいました。
有井邦夫 君 東京恵比寿ＲＣの長島会長様はじめ皆様方のご来場いただきありがとう存じ

ます。二月堂の修二会楽しんで下さい。
中條章夫 君 本日は東京恵比寿ロータリークラブのみなさま、ようこそおこしいただきま

した。お水取を楽しんでください。
佐川 肇 君 東京恵比寿ロータリークラブの皆様ようこそ
武中洋勝 君 東京恵比寿ロータリークラブの皆様ようこそおこしいただきました。古都奈

良の夜を御堪能下さい。
森山斗福 君 ようこそ東京恵比寿ロータリークラブの皆様
中奥雅巳 君 ようこそ東京恵比寿ロータリークラブの皆様
倉田智史 君 ようこそ東京恵比寿ロータリークラブの皆様
松岡弘樹 君 森井先輩、本日の二胡の演奏楽しみにしております。よろしくお願いいたし

ます。私事ですが、左肩の腱が切れている事が発覚し、３月１日に手術しま
した。当面不自由な生活となりますが、肩にチタンのボルトが入ってますの
で、回復後の300ヤードドライバーショットが楽しみです。

北神徳明 君 結婚記念日のお花ありがとうございました。
増井義久 君 少し良い事がありました。ニコニコ

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

次週の例会 平成２５年４月２日（火）
卓話 ワキ製薬㈱ 代表取締役会長 脇本 吉清 氏
「ミミズから創り出された健康薬」

例会変更のお知らせ

3 月 ■あすかロータリークラブ■
・ ・３月２８日（木）・・・奈良東ＲＣとの合同夜間例会の為、日時変更。

日時：３月２７日（水）18：00～
※ビジター受付は、３月２８（木）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。

4 月 ■やまと西和ロータリークラブ■
・４月２日（火）・・・観桜会の為、日時・場所変更。

日時：４月６日（土）18：00
場所：廣瀬神社にて 社会奉仕事業による「さくら祭り」

※ビジター受付は、４月２日（火）まさごビル１Ｆにて
12：00-12：30まで（ビジター受付のみ）行います。

・４月９日（火）・・・日時・場所変更。
日時：４月１４日（日）地区大会
場所：びわ湖ホールにて 社会奉仕事業による「さくら祭り」

※ビジター受付は、４月９日（火）まさごビル１Ｆにて
12：00-12：30まで（ビジター受付のみ）行います。

・４月３０日（火）・・・休会。
※ビジター受付は行いません。

5 月 ■やまと西和ロータリークラブ■
・５月７日（水）・・・場所変更。
時間：12：45～
場所：成福音にて

※ビジター受付は、５月７日（火）まさごビル１Ｆにて
12：00-12：30まで（ビジター受付のみ）行います。


