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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42回 5月21日
通算1647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 ５１名
◎出席率 ８０．９５％

第40回 5月7日
通算1645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名
◎出席者 ６７名
◎出席率 ９８．５３％

例会プログラム

第43回 5月28日

通算1648回

１．開会の点鐘

２．ソング

「奉仕の理想」

３．お客様の紹介

４．会務報告

５．卓話

ｸﾛﾃﾞｻﾞｲﾝｽﾀｼﾞｵ 漫画家

黒田クロ氏「見方をカエル
とやり方カワル発想の転換」

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

二つの会議に出席して来ましたので、会議報告をしたいと思います。

まず一番目は今月11日（土）第2回鴟尾の会会長幹事会が菊水楼で

奈良ＲＣがホストクラブで行われました。私と橋本幹事、小西会長

エレクト、植倉副幹事の4名で出席致しました。内容は大和郡山Ｒ
Ｃの創立50周年記念例会出席のお礼、そして当クラブ35周年記念例

会・式典出席のお願いで、私と小西会長エレクトが挨拶致しました。

それから2012-2013年度各クラブ奉仕事業についての発表がありま

した。次回ホストクラブ会長挨拶として、当クラブ小西会長エレク
トが致しました。第二部の懇親会があり、午後8時頃終了いたしま

した。

二番目は、この18日（土）ＲＩ世界平和フォーラム広島大会があり
まして、私と幹事と国際奉仕委員会楠下委員長、中村委員の4名が

出席して参りました。場所は広島国際会議場で9：30より開催され

ました。内容は、①全体フォーラムⅠとしてテーマ「若い世代は平

和の為に何を成すべきか」があり、②ランチョンミーティングとい
いまして食事をしながらスピーチの交換を致しました。午後からは、

③全体フォーラムⅡとしてテーマ「平和はあなたから始まる」とい

う公演がありました。④閉会式があり、16：00頃終了いたしました。
以上で二つの会議に出席した報告を終ります。

本 日 の お 客 様

●ムニョス ガジャルド，ナイラ さん（米山奨学生）
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新 規 米 山 奨 学 生 の ご紹 介

新規米山奨学生：ムニョス・ガジャルド，ナイラさんのご紹介（カウンセラー・高辻会員）

本来でしたら米山奨学委員会からの紹介となるのですが、本日は欠席されていますので、カ

ウンセラーを務めさせて頂きます私の方からご紹介いたします。
お名前はムニョス・ガジャルド，ナイラさんとおっしゃいます。ナイラさんで宜しいかと思

います。ご出身はコスタリカという国です。見えないと思いますが、地図を持って参りまし

たので、ご説明いたします。北米と南米を繋ぐパナマ運河は有名かと思いますが、そのパナ
マという国の一つ上というか北のご出身です。選挙区で「コスタリカ方式」という言葉があ

りますが、ここが発生の地かと思っております。

高校をご卒業後日本に来られまして、三重大学で4年間お勉強され、いま奈良先端科学技術大

学院大学でお勉強されておられますが、研究テーマが「ＥＭＴ時系列に基づくＤＴＷによる
リアルタイムロボットコントロール」ということで、ロボットしかわからないんですが、ア

ベノミクスではないですが、日本の先端技術といいますか、成長戦略を支えて行く技術かと

いうように理解しています。

なかなかコスタリカという国はわからないことがたくさんで、是非ナイラさんと親しくなっ
て頂いて、日本の文化も知って頂き、僕たちもコスタリカの事をもっともっとよく知る一年

になれば良いかな、と思っております。

ムニョス・ガジャルド，ナイラさんからご挨拶

皆様、こんばんは。初めまして。今日初めて一緒にこの例会に参加することになりましたが、

今日から一年間宜しくお願い致します。

幹 事 報 告

先日ご協力頂きました緑の募金ですが、総額￥22,355集まりまして、向こうの希望金額

￥15,000でしたので、胸を張って送金することができました。どうも有難うございました。
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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」

橿原ロータリークラブの本年度会長をしております。

人は生まれながら決められた道があるように思います。
人には与えられた道があり、懸命に進んでおれば人の

助けを頂いたりして役目を果たすことができる、その

ためには苦労もありますが、それを信じてしっかり歩

むことが大切だと思います。昨今、心の時代と感じて
おりまして、これに因んだお話を致します。私が生まれた昭和２６年は、終戦の混乱から近

代化に向かい、豊かさを求めて高度経済成長路線にさしかかった頃であります。昭和３０年

頃には食糧事情もずいぶん良くなり、電気製品も様々出て、村に一軒か二軒のテレビのある

家に皆集まって見るといった、近所付きあいも良く、子供たちも温かく見守って頂いた時代
であります。テレビやラジオの番組も、清く正しく美しく、悪は滅び正義は必ず勝つ、とい

う素晴らしい環境で私たちは大切に育てて頂き、その時代の大人、社会に私たちは感謝すべ

きであると思います。何でも手に入る便利な世の中ではありませんでしたが、皆が希望と活
気にあふれ、世の中が明るく、楽しく生きている、そう子供心に感じておりました。その後、

常に豊かさを求めて歩み、生活も非常に豊かになり、使い捨てが当たり前、感謝の気持ちや

物を大切にする心は薄れ、やがて人に対しても、お世話になった先生方や先輩、親に対する

尊敬や感謝の念、人を大切に思う気持ちを無くした悲しい若者を世に送り出すようになりま
した。これは由々しき問題であり、特にロータリーの青少年という活動を通じて、私たちに

は責任があると感じております。成長や便利さばかりを願った結果、大切な何かを置き忘れ

たとすれば、それは心の成長であると思います。心の時代と言うにふさわしい世の中をいか

にして作り上げていくのかが、私たちロータリアンに求められていると思います。
心に関するお話しで「さだ まさし」の「償い」という曲がございます。彼の友人が交通事故

で亡くなり、加害者の少年と被害者の奥様の実話をもとにした歌です。少年は誠実に侘び、

少ない給料から毎月賠償金を送りました。７年が経過し、奥様は加害者の青年に、あなたの
気持は分かったから、もう送らなくていいと手紙を書きました。それでも青年は必ず仕送り

をしてくる、これを聞いて彼は非常に感動し、自分が加害者ならこのような誠実な謝罪がで

きるだろうか、またこの奥様のような心の広さが自分に持てるか、加害者を憎み続けるので

はないかと思ったそうです。よく「偉い人」という言葉を使いますが、地位が高い・お金持
ち・有名、そんなことで偉い、偉くないが決まるのではない、この加害者・被害者のように

世の中には無名の偉い人がたくさんいる、ということを教わったと話されています。人間は

５ 月お誕生日・結婚記念日

★お誕生日★

９日 北河原公敬 君

３１日 成田 積 君

★結婚記念日★
３日 増井義久 君 ３日 柴田直三 君 ３日 濱田英資 君

５日 松岡弘樹 君 １１日 高木伸夫 君 １３日 石野捨雄 君

１３日 高辻良成 君 １８日 佐川 肇 君 ２１日 大塩栄作 君
３０日 谷川千代則 君
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間違う生き物ですし、いつ加害者になり被害者になる

か分からず、間違いを犯した時に人間が試されると思
います。「償い」は人の心のあり方を歌にしたもので、

頑張っているのに報われないと感じている人に、この

世の中にはもっと頑張って生きている人がいることを

伝えたいという思い、またこれを歌うことで、誰かの
心の扉をたたき、そしてまた誰かの心の扉を開くといっ

た、心をバトンタッチして繋いでいきたいという思い

で作られました。皆様にも是非この曲をお聞きいただ
きたいと思います。

ハワイ州 R Ｉ ５０００地区 訪問

姉妹・友好担当委員会

5/14～20の日程で、ハワイ州のRi５０００地区を訪問し
5/16(木)にミニラニ・サンライズクラブ主催の奨学金チャリティ・ゴルフコンペ

5/17(金)にミニラニ・サンライズクラブとの懇親会

5/18(土)にRi5000地区大会・ゴルフコンペ
5/19(日)にRi5000地区大会・式典セレモニーに参加し会長・会長エレクトや他クラブに移ら

れたボイヤー氏にもお会いしました。

ミニラニ・サンライズクラブは、この式典にて【スモールクラブ オブ ザ イヤー】を獲得さ

れました。
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同 好 会 活 動

奈良大宮ＲＣ山歩き同好会ＮＯＭＣ第１８１回 登山報告

熊野古道中辺路「小雲取越１５キロ：大雲取越約１５キロ」

(日 時） 平成２５年４月２８日・２９日

(参加者） 麹谷・飯田・計良・小池・辻・福村・向井

近鉄新大宮６時出発 マイクロバスにて一路１６８号線を熊野本宮大社めざし南下する。

２０１１年９月１１日の台風被害の傷跡が痛々しい 熊野本宮大社９時過ぎに到着。

２８日小雲取越登山口９時４５分出発 世界遺産の熊野古道最深部を新緑のなか歩き始める。

松畑茶屋跡１１時 百間口１２時に到着 ここで昼食。

桜茶屋１３時４０分着 小雲取越最終地小口到着１４時３０分。

本日の宿泊地マイクロバスにて勝浦夏山温泉に向かう もみじ屋にて小雲取越の縦走を無事
踏破できカンパイする。

２９日大雲取越 今日も快晴いよいよ大雲取越挑戦、早朝太平洋の朝日と海の水で清め熊野
那智大社詣で、８時２０分那智登山口を出発 船見峠１０時１０分 地蔵峠１２時 昼食。

越前峠１３時４０分 これより本日の難所下り約２時間の行程です。下りは膝に負担がかか

り苦しむ、ようやく１５時３０分大雲取越登り口小口到着。
全員怪我なく２日をかけて３０キロ歩きました。

我が同好会２年かけて南海高野駅より高野山、熊野本宮大社、熊野那智大社までを踏破して

参りました。熊野古道は世界遺産に指定され道も整備され標識も完備されておりますので皆

さまもチャレンジして頂きたいと思います。



6 ●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６月４日（火）

クラブ協議会

ニコニコ箱 本日計 58,000円 累計 3,003,000円

守金眞滋 様（橿原ＲＣ） 本日卓話をさせて頂きます。

楠原忠夫 君 守金様 本日の卓話宜しくお願いします。5/18(土)世界平和フォーラム広島

大会 橋本幹事、楠下国際奉仕委員長、中村委員、出席参加ご苦労様でした。

橋本和典 君 先日、世界平和フォーラム広島に出席して来ました。30年ぶりの広島でした。
30年の間に平和の意味がさらに奥深くなったかんじです。そこでフォーラム

での質問 「男の平和」と「女の平和」は同じでしょうか？ さて あなた

なら どっち？？
福本良平 君 守金会長 本日の卓話ありがとうございます。

高辻良成 君 米山奨学生のナイラさん、ようこそ。1年間、よろしくお願いします。

松岡嘉平治君 長寿寿齢賞頂きましてありがとうございます。益々元気にならないといけま

せん。
北河原公敬君 誕生日月のお祝いありがとうございます。古希となりましたが、近年70才の

方はうようよいらっしゃり、めずらしいことではありませんが、とうとうそ

の中の一人になってしまいました。

佐川 肇 君 結婚記念日のお花有り難うございます。守金さん、本日はよろしくお願いし
ます。

松岡弘樹 君 先日は結婚記念日のお花 ありがとうございました。

谷川千代則君 結婚記念日のお祝ありがとうございます。
大塩栄作 君 結婚記念日の御祝ありがとうございました。

森 完二 君 連続欠席のおわび！

有井邦夫 君 ニコニコ協力

矢追家麻呂君 ニコニコ協力
山本尚永 君 ニコニコ協力

倉田智史 君 クールビズになったと思ったら真夏日がいつまで続くのでしょうか？涼しい

日が少し戻ってくるのを期待して、ニコニコ！


