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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35回 3月26日
通算1640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 １３名
◎出席者 ５４名
◎出席率 ８０．６０％

第33回 3月5日
通算1638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 ７名
◎補填者 ４＋４名
◎出席者 ６６名
◎出席率 ９５．６５％

例会プログラム

第36回 4月2日
通算1641回

１．開会の点鐘 17時30分
２．ソング
「君が代」
「奉仕の理想」

３．お客様の紹介
４．会務報告
５．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」

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

社会奉仕委員会：宮西委員長
先日3月14日に第2回献血協力をさせて頂きました。当日は風も強く
非常に寒い日でしたが、多くのメンバー様、またメンバー様の会社
の方にも多数来て頂きまして、本当に御協力有難うございました。
結局受付ベースで80数名の方を受け付けさせて頂き、その内ざっと
60名の方から献血のご協力を頂くことができました。前回例会時見
て頂きました特大の“けんけつちゃん”の贈呈式をさせて頂きまし
て、このように赤十字血液センターから表彰状をもらうとともに、
産経新聞及び奈良新聞に掲載して頂くことができました。本当に皆
様の御協力、どうも有難うございました。
親睦活動委員会：植村委員長
●4月7日開催予定の花見例会ですが、海津大崎は琵琶湖の若干北側
になりますので、お寒うございます。 新のニュースを確認します
となんと、4月7日「開花」となっております。巷では暖かいので、
散ってないかとご心配頂いていたかと思いますが、まだあの辺りは
雪も残っている若干寒い所ですので、こうなればもう少し暖かくなっ
て「満開」に近づけるように（何を頑張るかわかりませんが）頑張
りたいと思います。
●先日3月14日に行われました鴟尾の会ゴルフ大会の結果がまいっ
ております。当クラブは団体戦でなんと二位。おめでとうございま
す。頑張って頂いた皆様、ちょっとご披露申し上げます。まずジュ
ニア4位大塩さん、シニア4位矢追さん、シニア5位小西さん、シニ
ア6位渡辺さん。あと、武藤さんや中條さんもおられたようですが、
あまり言わない方が良いと思いますので、言わない事にします。
姉妹・友好担当委員会：西口委員長
姉妹・友好より一言お礼申し上げます。もう先々週のことになりま
すが、東京恵比寿ロータリークラブから今年は22名来られました。
スケジュールの関係上、例会に来られバタバタと嵐のように出て行
かれましたが、先方の会長幹事は間に合われず、その後行ないまし
た「平城」での懇親会では懇親を深めさせて頂きまして、皆様にど
うぞ宜しくお伝えください、との事でした。また翌日は10名の方に
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東大寺、春日大社と散策し、北河原さんも交えまして昼食会をさせて頂きました。御協力頂
きました皆様、有難うございました。
出席委員会：堀内委員長
本日状差しに4月14日の地区大会のご案内を入れさせて頂きました。バスご乗車の方対象で入
れさせて頂きましたので、集合場所・スケジュール等記載されております。10：30に春日ホ
テル前ですので、参加ご予定の方は、遅れずにお願い致します。また、他に自家用車等で来
られる方もたくさんおられるかと思いますが、また会場の方でお待ちしております。よろし
くお願い致します。
ガバナー担当Ｇ会・武藤
本日例会終了後第9回のガバナー担当Ｇ会を行ないますので、メンバーの方は宜しくお願い致
します。

ロータリー情報委員会：飯田委員
「規定審議会」の立法案について

昨年11月に、「国際ロータリーの誕生」と「規定審議会」設立のいきさつについて紹介しま
した。
今年は3年に一度の規定審議会が4月25日から30日までシカゴで開催されます。その審議会で
審議される全立法案が公表されています。
立法案には、制定案と決議案の2つの種類があります。（制定案はＲＩの組織規定（ＲＩ定款、
ＲＩ細則、標準ロータリー・クラブ定款）を改正しようとするもの。決議案は、組織規定の
改正を求めないもの。）
今回の立法案は、199項目があり、その内、制定案は151件、決議案は48件でした。
世界中のロータリアンがいろんな提案をしています。興味深い項目があり、日本からもいく
つかの提案が出ています。その一部を紹介します。
※平城京ＲＣからは元クラブ会員の2度目の入会金を免除する件。（13-09）
※出席免除の規定を改正し、合理的な理由を求める件。（平城京ＲＣ他）（13-24）
※桜井ＲＣは出席記録の算出に関する規定を改正：出席規定の適用が免除された会員の欠席
は、クラブの出席記録に含まれないことを規定する。

※東京恵比寿ＲＣはインターアクト、ローターアクト委員会の名称を新世代委員会に変更す
る件を提案。（13-116）

※メークアップのルールでは例会の前後14日を28日にする。
※出席免除規定の65歳以上の規定を廃止する件。
※例会の出席60％ルールを廃止する。
※クラブ例会を年間6回まで取りやめる事を認める。
※例会を毎週または隔週のいずれでもよいと認める。
※各クラブが自治権を持つことを明確にする。（13-105）
※新世代奉仕を青少年奉仕に改正する件。
※ガバナーの任務を改正する件。クラブの定款および細則が組織規定を順守していることを
確認する。規定審議会開催後は、特にこれを行う。（13-86）

※規定審議会を4年ごとに招集するようにする。（運営費：1回で370万ドル）
※立法案を制定案に限定する件、など。
199件のうちどれくらいの項目が採択されるかは分かりませんが・・・
審議会後、採択された案件に関する報告書が各クラブに送付され、各クラブは立法案採択に
おける審議会の決定に反対の意思表示を書面で提出する機会が与えられます。
制定案は審議会閉会後の7月1日にその効力を生じるものとする。
ロータリーの仕組みつくりにはロータリアン全員が参加できるようになっています。ロータ
リーのルールつくりにも関心を持っていただければと思います。
興味のある方はロータリーのウェブサイトに掲載されていますのでご覧ください。

3 月お誕生日・結婚記念日

★お誕生日★
４日 西本 隆一 君 ７日 藤野 城市 君

１４日 山本 尚永 君 １６日 井上 正行 君
１６日 中條 章夫 君 １６日 小西 敏文 君
１９日 柴田 直三 君 ２１日 平野 貞治 君

★結婚記念日★

２日 土谷 宗一 君 ３日 楠木 重樹 君 ３日 山本 直明 君
１０日 北神 徳明 君 １１日 中村 信清 君 １２日 今﨑 和民 君
１４日 小原 靖浩 君 １５日 多田 廣 君 ２４日 多田 実 君
２４日 堀内 眞治 君
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卓 話

株式会社ナラプロ 代表取締役 加藤 真治 様
プロスポーツを通じた地域振興

プロスポーツを通じた地域振興ということで、プロ
バスケットボールチーム、バンビシャス奈良を設立
し、ｂｊリーグというプロバスケットリーグに参戦
を予定しております。すでに全国各地にチームがあ
り、試合は主に土・日、２千人～３千人ぐらいのキャ
パの施設や体育館でしております。ｂｊリーグは２
００５年に６チームでスタートし、現在は２１チー
ム、シーズンは１０月から翌年４月までです。只今
シーズン真っただ中ですが、全国ネットのニュース
やテレビ中継がされていないために、まだまだ知名度が低いと感じております。ただ地方に
たくさんチームができており、地方では新聞、テレビ、ラジオなどが地元のニュースを取り
上げ、徐々に認知度が上がり盛り上がってきております。プロスポーツチームはサッカーの
Ｊリーグで４０チーム、バスケットでも２０チームを超え、全国各地に沢山できております。
この全国的な広がりは、スポーツが好きな人がチームを立ち上げていったというよりは、地
域の町興しのためにされたケースが多く、例えばＪＣ（青年会議所）の方々が何か町興しで
きないかという流れの中で、サッカーやバスケットのチーム数が増えてきたということです。
地域経済が疲弊している中、地域の持続的な発展には「郷土愛」を育むことが非常に大切だ
といわれております。そのために何が役立つのかを考えた時に、プロスポーツがよいという
ことになったのではないかと思います。プロスポーツの魅力は、老若男女を問わず興味を持
て、また親子や祖父と孫といった世代を超えて共有できる文化になりうることだと思います。
もう一つはチーム名に奈良という地域名が入りますので、「奈良頑張れ」ということで、奈
良をキーワードに一つにまとまれるという要素があると思います。この「奈良頑張れ」は
「奈良が好きだ」と言っているのと同じ意味があると考えております。スポーツは「奈良頑
張れ」という言葉を引き出しやすく、「奈良が好きだ」という気持ちを表に出しやすい要素
が含まれていると思います。私は、仙台でプロバスケットボールの立ち上げから運営を６年
間させていただき、バスケットチームであれば、運営のノウハウが身についておりましたの
で、奈良でチームを立ち上げようと思いました。奈良県には大きなスタジアムやアリーナが
なく、例えばサッカーですとＪリーグに上がる規定のスタジアムがなく、鴻池グランドや橿
原のスタジアムではJリーグに上がれません。京都では亀岡にスタジアムを造るらしいですが、
建物だけで１２０億というお金がかり、地域でかなりの経済的な負担が発生します。それが
ない中で、奈良県ではプロスポーツチームがなかなかできてこない土壌にあったと思います。
そのような中、ｂｊリーグであればコンパクトな経営で参加することが可能です。サッカー
のＪリーグと比較しますと、Ｊ１の年間運営費は平均で３０億程度、Ｊ２は１０億、ｂｊリー
グは２～３億程度で、サッカーのＪ２と比べて３分の１です。サッカーは抱える選手が３０
人程度、バスケットボールは１１名程度でチーム編成が可能です。またｂｊリーグは大きな
アリーナが必要という規定がなく、既存の体育館などでも参入を認めてもらえます。そのよ
うな理由で地方でも参入しやすく、奈良県でも運営可能だと思っております。現在、バスケッ
トの試合を見ていただくだけでなく、地域の皆様と様々な取り組みを行っております。試合
会場では、ハーフタイムや試合の前の時間など、空いている時間と空間を使って、地域で頑
張っている子供たちに参加してもらい、例えば隊列を組んでのマーチングバンドの披露など、
全国区で頑張っている子供たちの活動を見ていただける場になればいいと思います。ボラン
ティアの方、地域の方々に沢山参加していただき、自分のチームのように思っていただける
ような運営を考えております。また試合会場に来てくださいというだけでなく、地域の子供
たちにバスケットを教えに行きたいと思います。バスケットボール教室であれば小さな体育
館でもでき、地域の方々と交流を深めながら、子供たちが笑顔になれるような時間を作って
いければと思っております。今年７月からバンビシャス奈良をスタートさせます。皆様も試
合会場に来ていただいて一緒に盛り上がりたいと思います。「奈良が好きだ」という気持ち
を思い切り表現できる場を作り、「郷土愛」を育む一助になればと思っております。

ニコニコ箱 本日計 56,000円 累計 2,512,000円

楠原忠夫 君 加藤様 本日の卓話宜しくお願いします。3/12(火)東京恵比寿R.C.との親睦
会、出席して頂いた方遅くまでお疲れ様でした。3/14(木)献血協力活動及び
特大マスコット人形けんけつちゃん贈呈式、宮西委員長はじめ社会奉仕委員
会の皆様お世話になりました。

橋本和典 君 三寒四温から一寒六温になってきましたネ もうすぐ春ですねェ 桜が楽し
みですネ

金星 昇 君 今年初ゴルフ。まあまあでした。ニコニコ メンバー平野様、山本直明様お
つかれ様でした。今後共よろしくお願いします。
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中井一男 君 あと１週間で新年度です。よろしくお願い致します。孫も４月より大学生で
す。医学の道に進んでくれる様です。もう私は何時死んでもよいと思われま
すが、そうは参りません。まだもう少し生かさせて戴きます。

平野貞治 君 お蔭様で８４才になりました。これからも元気で過ごせたらと願っておりま
す。

小西敏文 君 ３月１６日 ６８才になりました。井上さん、中條さんダンゴ三兄弟 元気
でやりましょう。

中條章夫 君 今月で６６才の誕生日を迎えました。ここまで健康でこられた事に感謝、感
謝です。

井上正行 君 お誕生日御祝ありがとうございます。
山本尚永 君 誕生日お祝ありがとうございます。
土谷宗一 君 結婚記念日のお花、ありがとうございました。遅ればせながら５０年です。

よくまあ、あきもせずです。
多田 実 君 結婚記念日にお花ありがとうございます。
今﨑和民 君 結婚記念日のお祝いありがとうございました。
堀内眞治 君 結婚記念日のプレゼントありがとうございました。ニコニコ協力
山本直明 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
市田富久夫君 ニコニコ協力
倉田智史 君 桜が咲きかけたと思ったら、夜は急に寒くなりました。カゼをひかないよう

に気をつけて下さい。今月もたくさんのニコニコありがとうございました。

例会変更のお知らせ

4 月 ■五條ロータリークラブ■
・４月１７日（水）・・・地区大会に変更。
日時：４月１４日（日）

※ビジター受付は、４月１７日（水）12：00-12：30まで
南都銀行五条支店にて行います。

■橿原ロータリークラブ■
・ ・４月１９日（金）・・・春の親睦家族会の為、時間・場所変更。

時間：１７：００～
場所：「ひまわり」水上バス（帝国ホテル横ＯＡＰ港より出航）

※ビジター受付は行いません。また、移動例会の為、事務局は
休局とさせて頂きます。

■大和高田ロータリークラブ■
・４月３０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■
・４月１１日（木）・・早朝例会の為、時間・場所変更。
日時：４月１１日（木）午前７時より
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
フロント横にて行います。

■大和郡山ロータリークラブ■
・４月２２日（月）・・・創立５０周年記念例会の為、
日時・場所変更。
日時：４月２１日（日）16：00-20：00
場所：ホテル日航奈良（TEL:0742-35-8831）

※ビジター受付は行いません
・４月２９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。

5 月 ■大和郡山ロータリークラブ■
・５月６日（月・振替休）・・・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２５年４月７日（日）

花見例会


