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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39回 4月23日
通算1644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 １２名
◎出席者 ５２名
◎出席率 ８１．２５％

第37回 4月7日
通算1642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 １７名
◎補填者 １６＋６名
◎出席者 ６３名
◎出席率 ９８．４４％

例会プログラム

第40回 5月7日

通算1645回

１．開会の点鐘

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．クラブ討論会⑤

（社会奉仕担当）

６．閉会の点鐘

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

本日の会長報告は、去る4月21日（日）16時より開催されました大
和郡山ロータリークラブ創立50周年記念式典の出席報告を致します。
当クラブより会長、幹事、北河原ガバナーノミニー、有井地区幹事
長予定者の4名が出席しました。記念例会、記念講演会、祝宴と三
部構成でした。祝辞は河本ガバナー、荒井県知事、上田大和郡山市
長などがされました。記念事業はメイン事業のモンゴルと日本の青
少年による文化交流コンサートについて説明が有り、その模様がス
クリーンで放映されました。祝宴では、中野パストガバナーの挨拶、
岡村パストガバナーの乾杯音頭がありました。200名近い出席のも
と、午後8時まで式典と祝宴は続きました。当クラブも来年35周年
記念式典を開催致します。準備委員会の方を中心に、全員で頑張っ
て立派な記念式典にして行きたいと思います。先日の地区大会でも
プレッシャーをかけましたけど、次年度の準備委員会の方に宜しく
お願い致しまして会長報告と致します。

委 員 会 報 告

社会奉仕委員会：宮西委員長
（そちらにも書いてありますが、）5月7日の例会になりますが、社
会奉仕担当のクラブ討論会ということになっておりますが、 近ア
ベノミクスということで非常に世間が明るくなってきてあまり言わ
れないのですが、日本では毎年3万人からの方が自殺されるという
ことで大きな社会問題となっております。特に青少年が自ら命を絶
つということには本当に心が痛みますが、次回例会では「奈良いの
ちの電話協会」前理事長の植村圭子さんに卓話を頂くことによって、
自殺防止について考えたり、支援の方法を考えたりする機会にした
いと思っております。よろしくお願い致します。
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親睦活動委員会：弓場委員
先日4月18日（木）に開催されました第3回奈良大宮ロータリークラブ親睦ゴルフコンペの結
果をご連絡致します。場所は花吉野G.C.で、ゴルフ場も素晴らしいゴルフ場だったのですが、
当日は非常に天候にも恵まれ、多数の方にご参加頂きまして、どうも有難うございました。
それでは順位ですが、まず第3位：潮田さん、第2位：渡辺さん、第1位：谷川（当委員会副委
員長）さんです。おめでとうございました。
それから、本日回覧させて頂いておりますが、第4回親睦ゴルフコンペのご案内ですが、6月1
3日（木）場所はコマC.C.で開催いたします。こちらも多数のご参加をよろしくお願い申し上
げます。

ロータリー情報委員会：多田廣委員
恒例であります 終例会での3分間卓話でロータリー情報委員会の当番になりましたので、
「日本のロータリーの歩みについて」お話させて頂きます。

1920.10.20 東京ロータリークラブ 24名で誕生 会長 米山梅吉，幹事 福島喜三次
月1回の例会で出席率は悪かった。承認番号855

1922.11.1 大阪ロータリークラブ 25名で創立 会長 星野行則，幹事 福島喜三次
番号1349

1923.9.1 関東大震災 各国ロータリークラブから89,000ドルもの見舞金。この見舞金で
東京孤児院内にロータリーホームを新築し東京ロータリークラブが世話

1924.8.13 神戸ロータリークラブが設立
1924.12.17 名古屋ロータリークラブが設立 1925.4.14発会式
1925.9.28 京都ロータリークラブ発会式 会員35名
1927.6.1 横浜ロータリークラブ創立総会 10.21チャーターナイト
1924.7月 スペシャルコミッショナーが置かれ米山梅吉氏が初代
1926.7月 米山梅吉氏 国際ロータリーの理事となる
1926.5.15 大阪でロータリー連合懇親会（JapaneseRotalyConference）が開かれる
1927.8月 京城ロータリークラブ 会員25名で発足
1928.7月 70地区が発足 京城ロータリークラブを加えて7クラブで日満一体の地区となっ

た
1928.11月 大連ロータリークラブ 会員21名で発足
1929.8月 奉天ロータリークラブ 会員21名で発足
1930.4月 ハルピンロータリークラブ設立
1931年 満州事変が勃発。国家全体主義の足音が聞こえる
1937.7.7 日華事変が盧溝橋事件を以ってはじまる

日本の孤立が益々深刻化する。右翼や軍部の思想、言論の抑圧が強まる。米山
梅吉氏が軍に呼び出されロータリーの組織は国家に対する反逆であると極めつ
けられる。ドイツでもロータリークラブは解散させられる。各クラブでも解散
の論議はじまる

1940年 日本のロータリーが国際ロータリーから脱退
1949.3月 東京仮ロータリークラブが登録番号855で再登録

（注）奈良ロータリークラブは1952年3月27日発足
奈良大宮ロータリークラブは1979年1月23日創立 会員22名
親クラブ 奈良ロータリークラブ

お粗末ですが、以上です。

幹 事 報 告

先ほど宮西社会奉仕委員長よりお話がありましたが、次回例会は5月7日になっております。
次週4月30日は休会でございますので、くれぐれもお間違えのないようにお願い致します。
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卓 話

株式会社松栄堂 代表取締役社長 畑 正高 氏

京都でお香を商う家に生まれ家業に入り、原材料
をアジアの国々から集めて日本の香りを作る仕事
をしております。奈良は様々な経典を勉強、研究
を続けられる各派の大きなお寺が、唐の国から教
えを受けて設立され、京都では想像できないより
原始仏教に近い姿を感じます。唐様から和様に転
換がはかられた時代、奈良の平城京から平安京へ
といわれますが、平安京や和様の世界を勉強しよ
うとしますと、まず唐様を勉強しないと理解でき
ないことがたくさん出てきます。唐様文化をとに
かく学んで我がものにしたいと取り組まれたのが、
藤原京から始まって延々と続く唐様摂取の時代であります。聖徳太子から京都の平安京にな
るまで２００年かかるわけですが、藤原京、平城京、平安京でやろうとしていたことは基本
的に同じで、なんとか改良しそれらしいものになったのが平安京であったと私は考えており
ます。そういう意味でその後の日本の文化を勉強しようとしますと、聖徳太子から平城京ま
では何を皆で共有しようとしたのかを視ることが必要です。私の香りの世界もまさに同じこ
とを考えないとなかなかトータルが見えてこないことに気づかされます。
白檀と沈香をお回しします。沈香は木ですが湖では沈みます。これを火に投じますとものす
ごい香りが辺りに広がり、これは不思議だと驚きを感じたのが大和の世界であります。白檀
は天竺、お釈迦様の国から来たということで、この木の中からお釈迦様のお姿がお出ましい
ただきたいと願い、彫刻文化が発展していきます。しかし木は天竺から運んでこなければな
らず、それに代わる香りのいい木ということで、樟とか檜とか仏様をお彫りする木が国内で
求められるようになった歴史があります。日本書紀の中に仏教公伝、大体５００年代に日本
に仏教が伝わったとされ、その後推古天皇の３年という年号で香木が淡路島に流れ着いたと
いう記録があり、日本におけるお香の初めての記録とされております。
仏様の前をお飾りする時は香華燈明、お香を焚き、花を供え、明かりを燈す、仏様の道では
この香華燈明が基本です。毎日いい香りを仏様にお供えしておりますと、その香りにすべて
が染まっていくということで、薫習という教えがあり、丁寧な言葉遣いや明るい声での挨拶、
優しい穏やかな気持ちで日々を重ねるといった、毎日の暮らしぶりが人を作っていくという、
お香を焚くことになぞられた教えです。お香の世界では５つの香りをそろえるということが
中国の宇宙感から教えられ、それが沈香・白檀・龍脳・丁字・鬱金です。現在も皆さんにお
求めいただいておりますお香を作るための材料で、１３００年昔と全く同じものをアジアの
国々から調達しております。香木は天然素材で一つ一つ香りが違いますので、切って焚いて
皆が評価すると残しておきます。それが家のコレクションとして宝になっていくという価値
が室町時代に生まれます。そのような時代、大仏様の後ろの倉に自分の体ほどの大きな木が
ある、なんとかそれを聞いてみたいという発想ができます。歴代の足利幕府の将軍は正倉院
の倉を見学し、大きな木を将棋の駒位に切っていただくということが起こります。歴史的に
は織田信長が京都に上ってまいり、奈良にも来て強引に二切れ切ります。信長はその木を焚
きたいわけではなく、足利将軍家に替って自分が将軍と同じことをする立場にたったという
ことを堺の人々に示したかったわけです。その時代の堺は鉄砲や鎧の生産、外国との貿易、
国内の流通など握っておりましたので、自分に引き込めるかどうかがキーポイントでありま

した。正倉院の黄熟香は十編焚いても香りがするの
で「十返しの香」の異名があり、十返舎一九のペン
ネームの由来にもなりました。
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ニコニコ箱 本日計 56,000円 累計 2,816,000円

楠原忠夫 君 畑様 本日の卓話宜しくお願いします。森下さん先日はごちそうさまでした。
橋本和典 君 「笑う」「歌う」という行為は私達を見守っていて下さる神様、仏様とお話

をする事につながっている という素敵な話と歌を聞いてきました。だから
言うのですね。「笑う門には福来る」「心に太陽を 唇に歌を」て・・・ナ
ルホド

松岡弘樹 君 畑さん、本日の卓話 お香の話楽しみにしています。
弓場裕史 君 畑社長、本日はご遠方の所、卓話ありがとうございます
北河原公敬君 橋本様、昨日は家内ともどもありがとうございました。今年も昨年に続き、

東日本大震災復興支援のためのお酒を、今西・豊澤・八木の三社による協力
のもと、東大寺ミュージアムで販売しております。お酒の好きな方、そうで
ない方、復興支援協力のためにお買い求めくださればありがたいです。銘柄
は「遠の朝庭（とおのみかど）」といいます。

有井邦夫 君 誕生日のお祝を頂き、ありがとうございました。
倉田智史 君 先日は、誕生日のお祝いを頂きまして、ありがとうございました。今年で４

６才となり、４０台後半突入です。それと、先日の情報集会ではお世話にな
りました。

谷川千代則君 親睦ゴルフで優勝させていただきました。
潮田悦男 君 本日、五代前の先祖様に連なる、親族会で、橿原神宮に参拝しました。

※天誅組
土谷宗一 君 井上正行君、小西敏文君、武藤廣茂君、高辻良成君、野﨑隆男君 情報集会

では、活発に議論され、大変有意義な内容となりました。なぜか会費に余り
がでましたので、メンバー全員でニコニコします。

矢追家麻呂君 ニコニコ協力
西口栄一 君 ニコニコ協力
森下泰行 君 ニコニコ協力
中奥雅巳 君 ニコニコ協力
増井義久 君 今日もたくさんのニコニコありがとうございました。来月も宜敷お願い致し

ます。

●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５月１４日（火）

卓話 村島硝子商事株式会社 代表取締役会長 村島靖一郎 氏

「ロータリーライフ５０年を省みて」

例会変更のお知らせ

5 月 ■橿原ロータリークラブ■
・５月３１日（金）・・・夜間例会の為、時間変更。
時間：１８：００～

※ビジター受付は当日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。


