
会 長 報 告

●先ず、先週、第一回目のクラブ協議会という事で例会終了後、開
催させて頂きました。最初はどうなるか非常に不安でもございまし

たが、たくさんの皆様方に残って頂き、そしてまた実のある非常に
良い内容のクラブ協議会であったかと思っております。本当に有難
うございました。

●本日は、クラブ創立35周年、10月26日三笠中学校で行われます事
業についての現在までの進捗状況を実行委員長の小池さんからお話
をして頂きたいと思っております。どうぞよろしくお願い致します。

委 員 会 報 告
多田実会計
会計から報告とお願いでございます。今日現在会費を納入して頂い

ている方は、43名です。未だ27名の方が会費を納入して頂いており
ませんので、7月末までですので、あまり時間もありませんので出
来る限り早く納入して頂くようによろしくお願い致します。

親睦活動委員会：谷川委員長
第一回目の家族親睦例会のご案内です。9月10日（火）当奈良ホテ

ルにて開催します。先週冨川副会長からも100名位家族親睦例会で
集まってやりたいという話もありました。皆さん是非多数のご参加

をお願い致します。もう一点それに伴って来週例会終了後に親睦活
動委員会をホテルロビーにて行いたいと思いますので、メンバーの
方は出席よろしくお願い致します。
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『ガバナー年度に向け

意義ある奉仕活動をしよう！』

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4回 7月23日
通算1656回

◎会員数 ７０名
◎出席規定免除者数２４名
◎出席義務者数 ４６名
◎欠席者 １４名
◎出席者 ５１名
◎出席率 ７８．４６％

第2回 7月9日
通算1654回の修正

◎会員数 ７０名
◎出席規定免除者数２４名
◎出席義務者数 ４６名
◎欠席者 ６名
◎補填者 ４名
◎出席者 ６２名
◎出席率 ９６．８８％

例会プログラム

第5回 7月30日

通算1657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

有井邦夫地区幹事予定者

｢ガバナーエレクト年度
の活動について｣

６．閉会の点鐘

国際ロータリー第２６５０地区

ガバナー 坂本 克也

「あなたの善から、
みんなの善へ」



ロータリー情報委員会：飯田委員長
「規定審議会」の選択案について
国際ロータリー2013年規定審議会の決定報告書が届いています。今回、審議会では173件の立

法案が審議され、59件の立法案（制定案53件、決議案6件）が採択されました。今日はその採
択された制定案について、紹介します。
先日、出席規定など5項目については、クラブ研修リーダの多田さんが報告しておられます。

その他の項目について、少し追加しておきます。また、「ロータリーの友」6月号にリポート
が掲載されています。重複するところがあると思いますが、確認して頂ければと思い、紹介し
ておきます。

＊出席規定に奉仕の要件を含めるように改正する件（13-12）・例会の出席に関しては「例会
に出席し」の後に「本クラブの奉仕プロジェクト、その他の活動に参加する」という言葉が加

わりました。年度の各半期間において、「少なくとも12時間参加していなければならない」と
いう規定が追加されております。例会に出席するだけではなく、活動に参加することが求めら
れるようになりました。この扱いによっては、かなり影響を受けることがあるかも知れません。

＊会員資格については、仕事をしたことがない人または仕事を中断している人を正会員として
認める件（13-43）・第5条会員、第2節－クラブの構成。子供の世話または配偶者の仕事の手
伝いのために仕事を中断した人、または同じ理由のために仕事をしたことがない人であること、

が追加されました。専業主婦（主夫）という職業分類ができることになりそうです。
＊国際ロータリー細則で、ガバナーの任務を改正する件（13-86）・クラブの定款および細則
が組織規程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）

という規定が追加されています。これまで改正にちゃんと対応していないクラブもあるようで
すので、ガバナーの任務に追加されたということのようです。

＊機関雑誌の購読について、印刷された雑誌を受け取るか、インターネットを通じて受信する
かの選択をクラブに与える件（13-119）が採択されました。・各会員は、郵送で送られる印刷
版か、インターネットを通じた電子版のいずれかを選択し選べるものとする。「ロータリーの

友」の電子版は2014年1月号から発行される予定だそうです。
審議会後、各クラブは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てい

ます。「立法案反対表明」の締め切りは8月23日迄です。投票数はクラブの会員数により当ク

ラブは3票を持っています。クラブ会長名で提出することになっています。制定案は、審議会
閉会後の7月1日にその効力を生じていますが、必要数の反対票が提出された場合は一時保留と
みなされます。一時保留の必要数は前々回までは10％になっておりましたが、前回の規定審議

会で5％に緩められています。
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。採択さ

れた全立法案はウェブサイト「Rotary Japan」で公表されています。興味のある方はご覧く
ださい。

幹 事 報 告

●例会変更のお知らせが来ております。あすかロータリークラブの7月25日の例会を、宮城県
東松島市に於いて復興支援プロジェクトをされるようです。従いまして、ビジター受付を、7

月25日（木）12：00-12：30まで橿原ロイヤルホテルに於いて行われます。

卓 話

小池恭弘35周年委員長 「クラブ創立35周年について」

実行委員長の小池です。只今から実行委員の経過並びに方針をお伝えしたいと思います。
まず記念事業組織表を皆様方に配っておると思いますので、これを基調にして各部会で討論し
て頂きたいと思います。

初めに少し私の創立のときの思い出話を少しだけしたいと思います。それ以後35周年について
の方針を述べさせて頂きたいと思います。
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奈良大宮ロータリークラブは創立して以来早今年度で３
５年目の時期を迎える事に感慨深い思いがいたします。1

979年１月23日創立記念式典が当奈良ホテルで開催されま
した。故特別代表緒方準一先生の指導の下にてロータリー
の基礎を指導して頂き今日35周年記念式典を迎えられる

事私自身慶ぶと同時に35周年記念実行委員長を仰せつか
り大変責任を感じておる次第でございます。
勿論親クラブである奈良ロータリークラブを忘れてはな

りません。2650地区ガバナー杉山嘉一、故特別代表緒方
準一、当時の奈良ロータリークラブ上田会長、木下幹事、
拡大委員長の松倉晴夫、委員で岡村吾郎、松岡泰夫、山

本敏夫、水谷悦郎以上の方々のご努力により創立準備がなされました。
このクラブ議事の中にクラブ万国旗テーブル用1台と書いてます。これがこの5人の方に創立の
時に記念に頂きました。本来ならばここにいつも立ってて、何年か前は立ってたんですが今日

事務所のあらゆるところを探してももう無くなっておるという事でこれでいいんかなと疑問に
思います。その裏には5名の方のサインが入ってたと思います。何年か前まではあったと思い

ますが無くなっておるという事でまた大宮事務所の方にありましたら是非探し出したいと思い
ます。そして奈良大宮ロータリークラブ創立のキーメンとして5名が選出されました。竹川晴
雄、綿谷安弘、中井一男、箸尾文雄、飯田ニ昭以上の5名の方々が奈良ロータリークラブ拡大

委員会5名の方々と毎日創立準備の打合せをされ大変努力をされたそうでございます。
私共はまだ未熟者ですのでその辺の所は参加する事はできませんでした。この時のキーメンの
ご苦労話を出来ましたらこの5年間の間にでも3名の方順番にお聞きしたいと思いますので宜し

くお願いします。２２名の奈良大宮ロータリークラブ全員は奈良ロータリークラブの会員の方
の推薦が無ければ入れませんでした。大変厳しかったと聞いております。
私の推薦者は前年度会長楠原さんのお父さん楠原豊先生の推薦により入会する事ができました。

当時３８歳にて入会させて頂きましたが、日々会員の皆様に食らい付いていくだけの事でした。
奈良大宮ロータリークラブに３５年間在籍する事ができた事に感謝する次第であります。

ただ、当時一番若かったのは中條さんで確か３１歳と思います。おそらく５０周年の時、実行
委員長になられると思いますがどうか頑張ってください。
また奈良大宮ロータリークラブの事務所は南都銀行大宮支店の中に設立されました。この事務

所が３５年間使用させて頂いている事本当に我々感謝しております。今後ともこの南都銀行奈
良大宮支店の事務所を使用させていただく事お願いしたいと思います。以上簡単な思いでござ
います。

続きまして３５周年を成功させるために３つの目標を立てました。
１つ目は緊縮財政による３５周年の記念式典を行う。この事は小西会長も再三仰っておられま
したのでこれを採用させて頂きました。２つ目は記念事業については本年度の奉仕プロジェク

トの予算を活用して行う。そして３つ目はガバナーを輩出するクラブとして恥じない３５周年
記念式典を行う。１については前年度楠原会長の時期に第１回情報集会が開催され会員のご意

見を聞き、前年度潮田副会長が集約された報告によりこれを採用させて頂きました。
２番目については昨年度情報集会における意見が「労働に学ぶ」が会員に高く評価されており
ました。前年度潮田副会長の報告の中にも書かれておりましたので、１０年間やっておりまし

たのでより工夫しレベルアップした「労働に学ぶ」を記念事業として行うという事を委員会に
おいて決めました。そして日時は先ほど会長言われました通り平成２５年１０月２６日三笠中
学において開催すると。そして内容につきましては、創立３５年を迎える奈良大宮ロータリー

クラブは青年期に入りました。奉仕活動はロータリー綱領に基づき活動する。そして記念事業
は地域の三笠中学生と地域の住民の方々と奈良大宮ロータリークラブとの触れ合いとロータリー
の奉仕を理解を深める事業を開催するように致します。

内容につきましては①三笠中学１年生に労働に学ぶ。奈良大宮ロータリークラブの１５種類の
職業体験講座を開催する。これは後ほど植村委員長にお話頂きますので宜しく御願い致します。

また②として中学２年生に㈱原田教育研究所 原田隆史先生の授業を行う。これも２年生の生

3



徒に授業を約９０分程行うという事です。そして３年生につきましては特別講師による講演会
の講習会。講師として元関西テレビの司会者今フリーになられました人気者「ヤマヒロ」さん

をお呼びいたしまして当日１５時より三笠中学講堂において３年生の生徒と地元住民の方々と
参加して頂いて、また教育関係者、市内各ロータリークラブにも参加を御願いし、そして又奈
良大宮ロータリークラブ全員が参加してこの講演、記念事業を開催したいと思います。後程詳

しい話は植村委員長に宜しく御願い致します。
３番目につきましては奈良大宮ロータリークラブより北河原ガバナーを輩出するにあたり全て
の会員の協力無くして活動はできません。３５周年記念式典を境に北河原ガバナーを盛り立て

又県下の各ロータリーに協力お願いする機会にしたく思います。
以上３つの目標を基礎として小西会長の本年度クラブのテーマ「３５周年を成功させる」を実
行させて頂きたいと思いますので会員の皆様方絶大なるご協力を宜しくお願い致します。

植村委員長記念事業説明
引き続き３５周年実行委員でありますと共に本年度奉仕

プロジェクト常任委員長の植村が補足説明をさせて頂き
ます。一部小池委員長と重なるかもしれませんがご容赦

くださいませ。まず先日地区の職業奉仕の会議にも行っ
てまいりました。職業奉仕非常に難しいな、何をしたら
いいのかなというのが集まられた職業委員長の課題でも

ありました。一部では献血を職業奉仕でやっているとか
福井・滋賀では集団面接を職業奉仕でやっているとの事
でした。そしたら社会奉仕と職業奉仕の違いは何かとい

うのが話題になっていた次第です。先ほど小池委員長か
らもお話がありましたように潮田さんが担当した情報集
会で職業奉仕は何が一番良かったかというアンケートを見た結果労働に学ぶが非常に良かった

ではないかと話がありましてこれにしようかとなった次第であります。１０年間ずっとやって
２年間空いて、またぶり返しかというお声もチラホラあるかと思いますが、実際自分達の職業

を通してやるという事では正に職業奉仕として良いのではないかと思います。この前地区に行っ
た際に是非お越こし下さいとガバナーにもお声を掛けておきました。実際に来て頂けるかどう
かは分かりませんが。

さて具体的な話ですが、日時は１０月２６日（土）でこれ丸一日仕事になります。まず午前中
ですが９時から１２時までを２コマに割って、１コマ目が９時から１０時半これは中学校１年
生を対象に従来の労働に学ぶをさせて頂きます。先程山本青少年委員長ともお話して大体の目

途をつけました。本クラブで１３＋外部で２つで１５講座を大体目途をつけております。うち
のクラブの会員の皆様にはまだお声掛けできていない部分もあるかと思いますが追って山本委
員長の方からお声掛けがあると思いますのでどうぞご協力頂けますようお願いいたします。

そして１０時半から１２時までの２コマ目は先程も小池委員長からお話がございました㈱原田
教育研究所の原田隆史先生にご無理を言ってお越し頂きます。この原田先生は奈良教育大学を

卒業後大阪の中学校に就任致しまして非常に荒れていた中学校を建て直し、又元々陸上の選手
でオリンピックに行くような非常に優秀な人材も育てたという事で大阪では生徒指導の神様と
呼ばれておりました。その後、教師を退職して研究所を建てられた訳ですけれども一応原田メ

ソッドといいまして教育界のみならず、色んな企業のコンサルもやって知る人ぞ知る人間でご
ざいます。通常は講演が非常に多いんですが今回は昔を思い出して是非授業をやってくれとい
う事で第２コマ目は中学校２年生を対象に講堂に集めまして約２５０～３００名だと思います

が一同に授業をやって頂く。ＮＨＫの「ようこそ先輩」という番組がありますが、それを少し
捩りまして「ようこそ先生」というイメージでやって頂こうと考えております。
それでお昼を挟みまして先程にもございましたように山本浩之アナウンサー今年３月末で退職

され、今はフリーでお忙しい方なんですが、この方に記念講演を頼む事ができました。
時間が１５時～１６時半を記念講演の時間として取っております。内容についてはこれから詰

めていくんですけれども、朝から第１学年・第２学年ですので一応第３学年は全員来ていただ
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こうと、その他地区の皆様、またロータリー関係者も含めて盛大に記念講演を賜りたいという
ふうに思っております。蛇足ですけれども夕方のアンカー見て頂ければわかるように山本さん

ですが私のような綺麗な頭をされている訳ですが、独立した後の会社の名前がＰＨカンパニー
といいまして、なんやねんと思って調べましたらポジティブハゲだそうです。私はパーフェク
トハゲかなと思いましたが積極的なハゲだそうです。会長も禿げてますし、私も禿げてますと

いう感じで仲間意識も生まれていいかなと思います。という訳で記念事業という事ですので是
非とも全員参加して頂けるように今からスケジューリング頂けますように御願いします。

その後、各部会に分かれて討議。

最後に小西会長より、本日の討議内容については８月６日第２回目の実行委員会において各部

会長から報告頂く事と、平成２５年１０月２６日の記念事業及び平成２６年１月２１日の記念
例会は北河原ガバナーの各クラブへのお披露目という意味合いもあり、必ず出席するよう告知
がありました。

部会別討議の様子
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ニコニコ箱 本日計 44,000円 累計 318,000円
小西敏文 君 本日は２４節気の1つ大暑です。暦の上で最も暑いとされる時期です。会員の

皆様、ご自愛下さい。
植倉一正 君 クラブ協議会には、多数の皆さんに参加いただき、また多くのご意見をあり

がとうございました。
北河原公敬君 暑い日が続き、寝苦しい夜で寝不足気味です。但し庭の鉢には蓮の花が咲い

て、気品のある香りを私に楽しませてくれてます。
小池恭弘 君 創立３５周年事業を成功いたすように、皆様方会員の御協力を御願い致しま

す。
楠原忠夫 君 小池３５周年実行委員長 ご苦労様です。
藤井正勝 君 ガバナー年度における小生担当の幹事の方々第１回の打合せにお集りいただ

き感謝申し上げます。宜しくご協力の程お願い致します。
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松岡弘樹 君 暑中お見舞い申し上げます 皆さん、くれぐれも体調管理にはご留意を！！
お孫さんへの教育資金贈与の件、来週から商品取扱いいたします。ご興味の
ある方、最寄りの当行窓口でご相談の上活用願います。

武藤廣茂 君 小西会長、先日はご紹介ありがとうございました。
植村将史 君 土谷さん 先日はお忙しい中ありがとうございました。引き続き宜しく御願

い致します。
中條章夫 君 ちょっとうれしい事がありました ニコニコ
矢追家麻呂君 ニコニコ協力
森山斗福 君 ニコニコ協力
濱田英資 君 ニコニコ協力
西口栄一 君 ニコニコ有難うございます。少し夏バテ気味になりそうですし、引き続き、

よろしくお願いいたします。

例会変更のお知らせ

８ 月 ■橿原ロータリークラブ■
・８月１６日（金）・・・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。
・８月２３日（金）・・・夜間例会の為、時間・場所変更。
時間：17：30～
場所：近鉄百貨店橿原店屋上ビアガーデン

※ビジター受付は８月２３日（金）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。

■あすかロータリークラブ■
・８月２２日（木）・・・移動例会の為、場所変更。
場所：川上村 ホテル杉の湯

※ビジター受付は行いません。
■平城京ロータリークラブ■
・８月１日（木）・・・家族親睦例会の為、場所変更。
場所：KKRホテル大阪

※ビジター受付は行いません。
・８月１５日（木）・・・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。
・８月２２日（木）・・・親睦例会の為、場所変更。
場所：ホテル日航奈良屋上ビアガーデン

※ビジター受付は同日18：00-18：30まで、ホテル日航奈良5F
「天空の間」前にて行います。

次週の例会 平成２５年８月６日（火）

卓話 花岡淑子様

「健康寿命を延ばす」～若返り、抗老化の秘訣

●会報・IT委員会/水野憲治 弓場裕史 市田富久夫 小原靖浩 楠木重樹 webmaster/水野憲治

事務局休局のお知らせ

■橿原ロータリークラブ■
・８月１３日（火）～８月１６日（金）
御用の際は、FAXまたは、メールにてご連絡下さい。（留守電も可）
電話：0744-28-2801 FAX：0744-28-2802
E-MAIL：krc@jeans.ocn.ne.jp

■平城京ロータリークラブ■
・８月１4日（水）～８月１６日（金）


