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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40回 5月7日
通算1645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 ８名
◎出席者 ６０名
◎出席率 ８８．２４％

第38回 4月16日
通算1643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 ８＋４名
◎出席者 ６８名
◎出席率 ９７．１４％

例会プログラム

第41回 5月14日

通算1646回
１．開会の点鐘
２．ソング
「それでこそロータリー」

３．お客様の紹介

４．会務報告
５．卓話
村島硝子商事㈱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」

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

本日第11回目の定例理事会が開かれましたので、理事会報告をさせ
て頂きます。よろしくお願い致します。
①地区大会出席決算報告について、橋本幹事より報告があり、承認
されました。
②春の家族親睦例会決算報告について植村親睦活動委員長より報告
があり、承認されました。
③藤井会員の入院について。4月23日香芝市の旭川病院で人工股関
節の手術をされ、5月2日に橋本幹事がお見舞に行かれました。経過
良好で近日中に退院される予定です。
④新世代育成基金奨励金について、地区より20万円三笠中学校区地
域教育協議会に付与して頂くことになりましたので、その贈呈式を
行うことを承認頂きました。藤井委員長が退院されたら報告がある
と思います。
⑤「地域に学ぶ」について。6月8日（土）社会奉仕委員会を中心に、
高校生を中心とした写経講演会を東大寺に於いて開催することを承
認して頂きました。また詳しい事が決まりましたら宮西社会奉仕委
員長より報告があると思います。
⑥春の交通安全週間市民決起大会参加について、4月6日に行われ当
クラブより6人の出席があったと宮西委員長より報告がありました。
⑦第４回情報集会について。これは、来年の35周年に向けて、副会
長より皆さんから寄せられた意見は次年度の準備委員会の参考資料
として使って頂くことを承認頂きました。
⑧第２回鴟尾の会会長・幹事会（現・次）並びに第２回奈良県下ロー
タリークラブ会長・幹事会出席について。5月11日（土）と6月8日
に開催されますので、私と橋本幹事、次年度の小西会長エレクト、
植倉次年度幹事の4名で出席させて頂くことになりました。
⑨「やまだの作文」並びに「細川護熙襖絵と屏風の世界」のご案内
が来ました。やまだの作文については皆さんに回覧しますので、ご



2

委 員 会 報 告

親睦活動委員会：植村委員長
先ほど理事会報告で会長からご連絡がございました通り、第4回目、最後の家族親睦例会を6
月16日（日）に開催したいと思います。場所は奈良ホテル、時間は17時開演ということになっ
ております。当日は田辺秀行とゴールデンアワーズというとても楽しいバンドを迎えまして
楽しく愉快に、そして奈良ホテルにも美味しい食べ物、美味しいお酒を用意して頂く、とい
うことで企画しております。どうぞ皆様、多数のご参加を頂きます様お願い致します。尚、
今週中にはご案内がお家に届くかと思いますので、ご覧くださいませ。

出席委員会・堀内委員長
先日の滋賀県での地区大会のご報告をさせて頂きたいと思います。多数参加頂き、全員で50
名の参加ということでした。バスもかなりの人数（26名）の方に参加して頂きました。皆様
のお金をお預かりしてバス代を支払いましたので、乗る予定の方を足して12万円のお金をお
預かりしました。支出としてはキャンセル等により当初よりバスに乗る方が減ったというこ
とでかなり厳しい状況でしたが、なんとか￥117,150ということで支払うことができました。
帰りに予定になかった3名の方に載って頂いたのも黒字になった所以です。残り金額が￥2,85
0ですので、これを参加した方にお返しするというのも少額になりますし、これについては次
回にでもニコニコ協力させて頂きたいと思います。地区大会ご参加有難うございました。

35周年準備委員会：小池委員長
来週例会前に16：00より準備委員会を致しますので、委員の方々、お忘れない様お願い致し
ます。参加お願い致します。

雑誌・広報委員会：髙野委員長
5月の「ロータリーの友」の読みどころを発表いたします。今月はちょっと感受性がいつもと
違ったのか何か、いつもは縦書きの所を申し上げておりますが、今月は横書きの所が非常に
おもしろい内容かと思いました。横書きの5ページ目ですが、「運命 インドでポリオ撲滅に
取り組む」。インドで長年に亘り日本のロータリアンがポリオ撲滅に取り組んでおられる、
そのドキュメントといいますか、記事が掲載されております。そして10ページ目から「ポリ
オ（小児麻痺）の第二幕」という割と長文の記事なんですが、こちらの方は途中の文章で、
「ポリオの長期にわたる後遺症についての理解が深まれば、ポリオ撲滅の支援も増えるはず
です」という一文もあります。私、実を言うとポリオ撲滅のための寄付など色々やってきて
はいましたが、ポリオというものを見たこともないし、良く解っておりません。ここに書い
てある記事というのはポストポリオ症候群と書いてありますが、ポリオに罹った方が後遺症
をもたれて、肉体的精神的にどれほど苦しい思いをされておられるかわかり易く書いてあり
ます。途中少し専門的な事も出てきてよく分らない部分もあるのですが、是非目を通して頂
きたいと思います。
縦書きの部分に関しましては12～13ページの「俳壇」に当クラブの飯田さんの句が載ってお
ります。

覧ください。
⑩年度末家族例会について。6月18日の例会の繰り上げで、当ホテルで行われます。詳しい事
は植村親睦活動委員長より発表があると思います。6月16日（日）に開催されますので、皆さ
ん予定に入れておいて下さい。
⑪クラブ協議会の日程変更について。本来概況報告では6月18日だったのですが、6月18日が
繰り上げでなくなりましたので、6月4日（火）に変更致します。理事、委員長は宜しく出席
の程お願い致します。お間違えないようにお願い致します。
⑫平成２５年度「緑の募金」運動協力について、奈良県より来ておりますので、皆さんに回
覧致します。￥15,000集めて欲しいということですので、各自細かいですが、￥300以上お願
いしますので、よろしくお願い致します。
以上で、理事会報告を終ります。
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クラブ討論会⑤（社会奉仕担当）

社会福祉法人奈良いのちの電話協会 理事 植村圭子氏

「奈良いのちの電話」の昨今

奈良いのちの電話も来年で３５周年になります。皆様と
時を同じくして奈良の地でそれぞれ社会奉仕的なことを
させていただき嬉しく思います。お配りしました小冊子
は、昨年死にたいという声をまとめて出版しました。タ
イトルにしました「他者性を引き受ける」、他人のこと
をどこまで分かろうとして向き合えるかが、私たち相談
員として大切なことに気が付きました。死にたいという
人の気持ちをなんとか分かろうとして毎月２０００件以
上の相談を受けますが、そのうち１０％位は本当に死に
たいという人々です。本にも記しておりますが、活動の
中で震災ダイヤルを全国の仲間で受けております。東日本からのコールですが、復興される
にあたり差が出てきている状況の中、どうしようもなく、いつまでもいなければならない現
状はやはり悲惨です。特に１０代の子供が親兄弟を亡くし、一人取り残されているという中
で、私たちは何もしてあげられませんが、一生懸命生きてほしいという気持ちを込めて受け
ております。もう一つこの中に家族で自殺された方、自死遺族といういい方をしております
が、そのような人たちのグループのお話を聞きながら出会っていく活動もしております。電
話相談からは少し離れた活動ですが、これは日本で非常に遅れていることで、一番死に近づ
いている、自殺したい気持ちにいる方々の気持ちを大切にしなければということで始めまし
た。家族の中で大切な人がいなくなる苦しみに、お話を聞いても私たちは何も言えませんが、
そういう人同士が仲間として会われることをお助けし、一緒に考えられたらと思います。自
殺予防は全国のいのちの電話で大事な柱にしておりますが、奈良いのちの電話では、もうひ
とつ子供たちの問題、私たちの国を背負っていく若者たちを大事にしていきたいと思いまし
て、親たちが相談を持ちかけてくる「すこやかテレフォン相談」を奈良市の委託事業として
３０数年やり、４年前から１０代専用の「チャイルドライン」を立ち上げました。いじめの
問題、体罰で自殺に追いやられた子供の問題などが社会問題になりますと、子供の生の声に
もそういうものが増えてまいります。学校の先生方にも申し上げましたが、いじめ問題は子
供たちだけではなく大人たちの社会でもあり、人間そのものの持つ性のようなもので、その
中でどう生きていくのか、なくそうというより生き方について一緒になって教育し、考えて
いくという姿勢がもっと大切であると思います。また家庭の問題、家族の問題で、時代も変
わり親自身がどうしていいか分からないという中で、一番犠牲になっているのが、自分が育
てられたように理屈ではなく体で学んで大きくなった子供たちです。その子供たちが親になっ
て、また育てられる子供たちにずっと変なものが連鎖しているという現状を感じます。どこ
かで皆の問題として大人社会がこれを解決しなければならない、子供たちの行動から私たち
が学びながら、大人の責任として解決していきたいと思っております。このような活動を続
けていけるのも、皆さんのご理解があってこそで、そういう風土が奈良県の中にあることは
とても嬉しいことです。奈良で私たちが始めた時は全国で７番目でしたが、その後増えて５
０センターのいのちの電話があります。２４時間受け付けているところは半分ぐらいですが、
奈良県は当初から２４時間、年中無休で続けており、皆様のお支えと、３００人余の相談員
のボランティア精神があって持ちこたえております。これからも少しでも住みやすい奈良県
になりますよう、お力添え、ご支援をいだきたく思います。
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ニコニコ箱 本日計 50,000円 累計 2,866,000円

楠原忠夫 君 植村様 本日の卓話宜しくお願いします。
橋本和典 君 今年のゴールデンウィークは妻と２人で静かに過しました。でも、やっぱり

“子供の日”は賑やかなのがヨロシイですな 来年は遊んでくれるやろか 姫
達は・・・・。

宮西正伸 君 植村圭子様 本日はお忙しい中卓話有り難うございます。
森下泰行 君 植村様 本日卓話ご苦労様です
土谷宗一 君 ４月に大変うれしことがありました。中嶌さん、楠木さん、お手数をおかけ

しました。
矢追家麻呂君 ４／２６の第７班の情報集会で、弓場さんお世話になりました。
金星 昇 君 平素は大変お世話になりましてありがとうございます。孫と三笠山に登って

来ました。ニコニコ
武藤廣茂 君 ８人会の皆様、先日はお土産ありがとうございました。次回はよろしくお願

いします。
植倉一正 君 小西さん、先日はお世話になりました。
柴田直三 君 結婚のお祝 ありがとうございました。
有井邦夫 君 ニコニコ協力
今﨑和民 君 ニコニコ協力
森山斗福 君 ニコニコ協力
門脇伸幸 君 ニコニコ協力
市田富久夫君 ニコニコ協力
倉田智史 君 子供の日は、自分も子供に戻り、子供といっしょに遊んだせいか筋肉痛、足

がパンパンです。今年度も残り２ヶ月となりましたが、引き続きニコニコの
ご協力を宜しくお願い致します

●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２１日（火）

卓話 ダイヤ製薬株式会社 代表取締役会長 守金眞滋 氏

「私の人生観」


