
本 日 の お 客 様
●坂本克也 様（RI第2650地区 2013-2014年度 ガバナー）
●今西清悟 様（RI第2650地区 2013-2014年度 ガバナー補佐）
●福井純史 様（RI第2650地区 2013-2014年度 幹事長）

会 長 報 告
本日、17時からの予定がちょっと早く16：45～会長幹事懇談会をガ
バナー、ガバナー補佐、地区幹事長を交えて行いました。ガバナー
からは、このクラブは次年度北河原ガバナー輩出ということで非常
に大きい仕事が待ち受けているけれども、しっかり頼みますよ、と
いうことと、会長エレクトは現会長に遠慮せずに早くに計画を出し
なさい、特に財団の補助の件もあるし、そういう所は早く計画を出
しなさい、そういう所を教えて頂きました。
本日は後程この例会でガバナーアドレス、それからクラブ協議会と
21：00までございますが、ガバナーには色々とご指導頂きたく、よ
ろしくお願い致します。

委 員 会 報 告
青少年奉仕委員会：山本尚永委員長
先週の土曜日、8月24日奈良大宮小学校にて予定通り、大宮地区防
災防犯協議会の防災訓練・サマーステージが開催され、多数御出席
頂きどうも有難うございました。大宮地区で地震が発生したと想定
し、大宮小学校に避難した、ということで行われました。小西会長
にはご挨拶頂きましたが、この中には体育館に宿泊して頂いた方も
おられます。当クラブでは避難用の段ボールを提供させて頂く協力
をさせて頂きました。有難うございました。
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2013-14年度当クラブテーマ

『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8回 8月27日
通算1660回

◎会員数 ７５名
◎出席規定免除者数２４名
◎出席義務者数 ５１名
◎欠席者 ８名
◎出席者 ６５名
◎出席率 ８９．０４％

第6回 8月6日
通算1658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 ７名
◎補填者 ３名
◎出席者 ６０名
◎出席率 ９３．７５％

例会プログラム

第9回 9月3日

通算1661回

１．開会の点鐘

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．クラブ討論会

(青少年奉仕委員会担当)

「インターアクトについて」

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」



2

新 入 会 員 入 会

会長より新入会員紹介

●鈴木 譲 君
職業分類は養鶏業でございます。

●梅谷裕規 君
職業分類は自動車修理でございます。

これから３名の方は再入会者です。北河原さんがガバナーになるというので非常に奈良大宮
ロータリークラブにとってめでたいことである。御祝を兼ねて再入会をしよう、と言って下
さった意義ある奉仕活動をして頂いた３名でございます。

●小林一士 君
不動産業でございます。

●鈴木浩之 君
瓦製造でございます。

●德矢和士郎君
住宅建設でございます。

これからも宜しくお願い致します。
（ガバナーより一人ずつロータリー徽章を渡して頂きました）
先週も言いましたが、この５名の方の入会につきまして、推薦者の方の紹介・委嘱状授与等
は来週行ないますので、よろしくお願い致します。

会 長 幹 事 懇 談 会



ガ バ ナ ー ア ド レ ス

RI第２６５０地区 坂本克也ガバナー

どうも皆さんこんばんは、今日でガバナー公式訪問33クラブ
目でございます。
公式訪問で、「こんばんは」と言うのは初めてなのです。だ

から非常に落ち着いておりますが。日頃は色々と地区の方にご
尽力頂きまして、誠にありがとうございます。
たくさんの地区委員の皆さんを派遣頂きまして、地区の運営

は大宮ロータリーの皆さん方無しでは、なかなか行かないとい
う事でございます。さらに来年は、北河原ガバナーを輩出され、また、有井さん、武藤さん、
にご苦労頂きますので、宜しくお願い申し上げます。
本当に35年の歴史あるクラブでございまして、日頃非常に尊敬をさせて頂いております。
先ず私の自己紹介をさせて頂きます。週報にお書きいただいておりますが、ここに坂本克也

と言う事で、1級建築士、並びに浄土宗教師、僧侶と書いてあります。
よく皆様方から、そんな格好をして、本当に坊さんなのか？と、よく質問を受けます。うち

の幹事長は、本当の素晴らしい坊さんなのですが、私は、その末席を汚させて頂いております
が、そんな事を、北河原さんの前で申し上げると、罰が当たるかも知れません。
実は、私、昭和16年生まれでございまして、ロータリー暦は36年で、京都八幡ロータリーク

ラブでございます。36歳の時に入りまして、そして今、ガバナーを拝命しているのですが、実
は、私の父親は浄土宗の小さいお寺の住職をしながら、中学校の教師、母親は小学校の教師で
ございました。その頃は義務教育の教師は聖職と言う事で、昔ですから、給料は凄く安くて、
それでお寺をやりながら、私を育ててくれたのですが、私には、兄と妹がおりまして、3人兄
弟でした。それで私が大学に入りまして、建築学科でありまして、建築学科と言う事で、ブロッ
ク建築だと言っては、マージャンばかりをやっておりました。
学校終わると、マージャン、水泳、と遊んでばかりいました。そうしたら父親が、「克也、

それだけ遊んでいるのであれば、坊さんのライセンスを持ってくれと。坊さんは、ライセンス
とは言わないですが、いわゆる僧階を取れと。教師と書いてあるのはそう言う事です。うちの
住職がお寺の仲間の中で、息子が僧階を持っていないのは、肩身の狭い思いをするから、取っ
ておけと言う事でございまして、3回生か、4回生の時に、大学で、そう言った、仏教大学など
の、立派なお坊さんのコースがあるのですが、そこに行かないものばかりを集めて、教師養成
講座というのがありまして、そこで、「克也」資格を取っておいてくれ。といわれました。私、
親孝行でありましたので、18,19歳のときに頭を丸めて、夏、冬、知恩院で3週間。東京の増上
寺で3週間。最後に知恩院で、加行（けぎょう）、真冬に頭を丸めて、そしてライセンスをも
らいました。下から2番目くらいの低いライセンスです。そして卒業いたしまして、東京の清
水建設に就職しまして、その頃は、髪の毛も短くて「はつらつとした良い男でありました」今
も良いですけど。それで、お前は現場へ行け。といわれて、その頃は、39年オリンピックの年
でしたから、とても勉強になりました。
そしてこちらへ帰り、設計事務所を29の時に始めました。そして暫くして、父親が胃癌で亡

くなりました。浄土宗の場合は、寺族と申しまして、私の母親、妹も結婚しないでおりまして、
兄は東京の方におりまして、誰かがお寺を継がないと、そのお寺から出なくてはならない。と
言う事は、母親と妹は、外へ出なければならない。それよりもお寺の法灯を継ぐのは非常に大
事ということでした。私はすでに設計事務所をやっていたのですが、75から80歳代の檀家総代
さんたちが、うちの事務所に何度も来られまして、「カッちゃん」とりあえず「あんたが資格
を持っているからお寺を継いでくれ」と仰って、実は設計事務所もやっているのですが、よく
考えますと昭和16年～25年くらいまで非常に食糧難でした。白いご飯などめったに無くて、芋
のつる、ハコベ、イナゴまで取りに行って食べる。エビガニなどはご馳走でした。そこで育て
て頂いて、仏飯、本堂にあがるお米、お餅を、仏飯と言います。これで私を育てて頂いて、教
育を受けた事を顧みますと、私がお寺をやるべきだと思いました。それまでは、あまりお寺も
手伝った事も無かったので、苦労もしました。おかげさまで、お寺で育ち、内容もよく分かっ
ていますので、東は福島から南は平戸まで、お寺の設計はずいぶんさせて頂きました。お堂と
か客殿とか、非常に難しい設計なのですが、ずいぶんさせて頂きました。これも仏縁のお蔭か
と思っております。そして、7,8年住職をやりまして、今は、兄がやってくれています。そう
いった経過で二足の草鞋をやっていました。ロータリーもたまにやっています。たまにでは無
いですね、今日で33回目です。私の趣味は、水泳、スキューバ、乗馬とか、俳句もやっていま
す。今西ガバナー補佐にも色々俳句、これから教えて頂きたいと思います。
ガバナーアドレス、こちらにありますが、今年の1月12日から19日まで、アメリカのカリフォ
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ルニア州サンディエゴで国際協議会がございました。来年は北
河原さんが行かれます。そこでは、この部屋の15倍くらいの大
きな部屋で、そこに世界から534人のガバナーが集まり、そこ
で、来年度はこれをやりますよと、いよいよスタートでありま
す。1週間は外へ出る時間はほとんど無く、本当に良い勉強に
なりました。その年は田中作次さんが会長で、日本人の田中作
次さんがご挨拶をされ、日本から34人のガバナーが参加し、い
よいよ次年度のエレクト、ロンD・バートンRI会長が「―Engag
e Rotary Change Lives―ロータリーを実践し、みんなに豊か
な人生を」というテーマを発表されました。

そして、これをテーマに4つの方針、会員増強、財団を通じ
て人道的な奉仕をする、ロータリーファミリーによって、ロータリーのイメージアップ図りま
しょう。ポリオ撲滅。この4つの柱で、テーマは、「ロータリーを実践し、みんなに豊かな人
生を」これは日本の人が訳したものです。本来はそれを受けて、地区のスローガンを考えるの
ですが、実は私は、少し前から「あなたの善から、みんなの善へ―from Your Good to Our Go
od―」を作っておりました。本来、RI会長のテーマをもとに、地区のスローガンを作るのが普
通なのですが、それでは遅い！と言う事で、去年はこう言ったものを作りました。
それで、このマークを見て頂きたいのですが、真ん中の黄色い円は、「奈良大宮ロータリー

クラブ」そして内側の緑の円は会員一人一人を示しており、たとえば、これは、北河原さん、
有井さん、武藤さん。そして緑の円から外側にのびる矢印は一人一人の行動（I serve）、外
側の緑の円は会員皆様方で行う奉仕（We serve）を示しております。内側がI serve、外側がW
e serveです。I serveがあって始めてWe serveがある。当然の事だと思います。
1905年にポールハリスがシカゴでロータリーを作りました。その当時、皆は善の気持ちを持っ
て集まって、そして何年か後に、それぞれWe serveで公衆便所を造ったりして、最初のロータ
リーの出発点はそういう所であります。

ここにお見えになってる皆さんは、それぞれがI serveの善の気持ちを。そしてこちらは、あ
なたの善から皆の善へ。お一人おひとりの善から、力を合わせての皆の善へ。と言う事であり
ます。この白い所は、まだ未完の美しさと申しますか、このマーク良いでしょう！良いデザイ
ンだと思いますが、これ、私がデザインしました。そしてこの緑色は、京都のお茶とか竹の色
です。今年の概況報告の表紙は、グリーンにされてとてもセンスが良いと思います。「3Gs/1w」
は「一週三善」（1週間に3つの善い事をしましょう）を示しています。1つはロータリアンで
あること、2つ目は例会に出席すること、3つ目は1週間に何か1つ以上の善い事をしましょう、
というスローガンです。
皆さんもご存知かも知れませんが、明治23年、和歌山の大島沖でオスマントルコの船エトルー

ル号が難破した時、船員が海岸の400人くらいの小さな村に助けを求めました。村人は、言葉
もわからない異国の人の様子を見て、大変な状況であることを知り善の気持ちで、各村をまわっ
てみんなで協力しようという、I serveの気持ちからWe serveになりまして、遭難したトルコ
の人々を人肌で温め、結果的に600人の乗組員のうち69人の船員が助かりました。
それから約100年後、イラン・イラク戦争の折の1985年3月17日、イラクのフセイン大統領が

「イラン上空を飛ぶ飛行機を全て攻撃する」と宣言しました。当時、コンビナートや石油の技
術者や家族が約500人の日本人がイランにおりましたが、ただちにイランを脱出しなければな
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りません。他国の外国人は自国の飛行機で脱出していきましたが、残念ながら日本はイラクと
航空協定を結んでいなかったようです。しかし1台だけ飛行機がやってきて、500人のうち250
人が脱出できました。しかし250人がまだ残っております。刻々と期限が迫る中、真っ暗な中
閃光が走り、ドンドンと爆音が響く中。トルコ航空が飛来しました。なぜトルコ航空が飛来し
たのか。それには政治的な折衝もあったと思いますが、時空を超えた善が生きてきた結果だと
思います。100年前に大島の皆さんが助けた船員の感謝の気持ちが、これに変わったというこ
とだと思います。時空を超えて善は生きてくるのです。結果250人が救われました。そして3月
18日、日本の領空に入りますと、自衛隊機が2機、護衛に付き、その機体には日章旗が鮮やか
に付いていて、乗客は「あー日本人で良かった」と安心されたそうです。
そのとき乗客の人は、100年前の大島の皆さんの恩恵で、こうなったと言う事は知らなくても、
帰国後耳にされたことでしょう。
善そのものが、すぐに生きてくると言う事ではありません。「情けは人の為ならず」とも申

しますが、とても大切なことだと思います。小さなことでも善を行って頂きたいと思います。
大島の人も、その瞬間、何も考えずに行動されたと思います。「当然のことだ」と。
例えば、私たちロータリアンといたしまして、道で非常にお困りになっておられる高齢者

がおられたら、「どうぞ」と自然にサポートすることが出来ます。
一人一人の善を皆が積み重ね、その結果皆で世の中に奉仕することが大事だと思います。今

役に立つか立たないかということではなく、善を行うということは将来的にもご自分の為にも
非常によい事です。例えば落ちているゴミを拾う。最初は恥ずかしい気持ちがあるかもしれま
せんが、やり続けているうちに癖になり、どこでもできるようになります。自然と善ができる
ようになり、習慣になり、人間作りになります。これがロータリアンとしての基本だと思いま
す。
アイスブレーカーという言葉をご存知でしょうか？例えば飛行機に乗った時に、隣の方と気

軽にコミュニケーションをとり、冷たい雰囲気をブレイクするための会話のようなものです。
例えばロータリーでもメークアップしたとき、あまり喋らないところもあります。
そこで喋る。そうしますと、良い習慣になり、おしゃべりできるようになる。これはその人

にとって人生においてプラスになります。
それと同じ様に、善を行えば習慣になり、良いことだと言う

事です。
ここに書いてあります「THINK」＝「考える」今日も懇談会

で申し上げていましたが、継続事業は良いのかどうか？とにか
く考えましょう！という意味であります。

T＝楽しくH＝奉仕をI＝粋にN=仲良くK=きっちりと。そして
又考えよう！
考えて行動する。
「考えて、楽しく、奉仕を、粋に、仲良く、きっちりと」

1年間がんばって「善」をもとに進めてゆきたいと思っていま
す。宜しくお願いいたします。
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ク ラ ブ 協 議 会

大宮地区防災訓練・サマーステージ
8月24・25日奈良市立大宮小学校にて大宮地区防災防犯協議会の防災訓練サマーステージが開
催され当クラブから13名出席致しました。大宮地区において地震が発生し、大宮小学校体育
館に避難したという想定で行われ、当クラブから宿泊用の仕切り段ボールを提供致しました。
小西会長の挨拶、青少年奉仕委員会メンバーの宿泊体験の協力も行いました。
日時：平成25年8月24日（土）～25日（日）
１８：００ オリエンテーション・防災講演会
１９：００ 炊出し給食
２０：００ 防災ゲーム
２１：３０ 擬似避難生活
５：３０ 起床・朝食
６：３０ ラジオ体操
６：４５ 放水見学・消火器訓練
７：３０ 撤収・解散
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ニコニコ箱 本日計 172,000円 累計 696,000円
坂本克也 様（RI第2650地区 2013-2014年度 ガバナー）
今西清悟 様（RI第2650地区 2013-2014年度 ガバナー補佐）
福井純史 様（RI第2650地区 2013-2014年度 幹事長）
小西敏文 君 坂本ガバナー、福井地区幹事長、今西ガバナー補佐 ようこそご来訪下さい

ました。どうか御指導よろしくお願い申し上げます。
植倉一正 君 坂本ガバナー公式訪問ありがとうございます。ご指導よろしくお願い致しま

す。
冨川 悟 君 坂本ガバナー、公式訪問を歓迎して。
北河原公敬君 坂本ガバナー、福井幹事長、公式訪問にご来訪下さりありがとうございます。

健康にご留意され、公式訪問が無事終了されますことをお祈り致します。ガ
バナーにおかれましては、今後もご教示ご指導をお願い申し上げます。

宮西正伸 君 坂本ガバナー本日は何卒よろしくお願い致します。
有井邦夫 君 ようこそ 坂本ガバナー、福井幹事長 ご指導よろしくお願いします。
中井一男 君 坂本ガバナー、ようこそお越し戴きありがとう御座います。よろしく御指導

お願い致します。
飯田二昭 君 坂本克也ガバナーの公式訪問に感謝して。よろしく御指導お願い申し上げま

す。
小池恭弘 君 坂本 ガバナー ようこそ
福本良平 君 坂本ガバナー ようこそ
北神徳明 君 坂本ガバナー 公式訪問 感謝！感謝！
山本直明 君 坂本ガバナーようこそ
藤川保雄 君 ようこそガバナーお越し下さいました
成田 積 君 坂本ガバナーをお迎えして。
楠原忠夫 君 坂本ガバナー、福井幹事長、お世話になります。
植村将史 君 ようこそ坂本ガバナー
高辻良成 君 ようこそ坂本ガバナー
武藤廣茂 君 坂本ガバナー、福井幹事長、ようこそ公式訪問、誠にありがとうございます。

よろしくお願い致します。
橋本和典 君 坂本ガバナー ようこそおいで下さいました。よろしく御指導下さいませ。
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次週の例会 平成２５年９月１０日（火）

家族親睦例会（親睦活動委員会）

例会変更のお知らせ

９ 月 ■やまと西和ロータリークラブ■
・９月１７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。
・９月２４日（火）・・・親睦家族例会の為、９月２９日（日）

に変更。
※ビジター受付は９月２４日（火）12：00～12：30まさごビル１Ｆ
にて行います。

■橿原ロータリークラブ■
・９月２７日（金）・・・橿原ローターアクトクラブ・橿原学院
高校インターアクトクラブとの合同夜間例会の為、時間変更
時間：１８時～

※ビジター受付は９月２７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。

■奈良西ロータリークラブ■
・９月１９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。

多田 実 君 坂本ガバナー ようこそいらっしゃいました。ご指導の程よろしくお願い致
します。

井上正行 君 坂本克也ガバナーをお迎えして
土谷宗一 君 坂本ガバナーをお迎えして
森下泰行 君 坂本ガバナーをお迎えして。ニコニコ
渡辺英孝 君 坂本ガバナー ようこそ！！
谷川千代則君 ようこそ・・・
中奥雅巳 君 ようこそ・・・
門脇伸幸 君 本日はようこそお越し下さいました・・・ガバナー様
松岡嘉平治君 ガバナーをお迎えして
高木伸夫 君 坂本克也ガバナーのご来訪に感謝申し上げます。奈良大宮ロータリークラブ

城陽会には多数の皆様のご参加を頂き誠に有難うございました。来年も楽し
みにいたしておりますので、よろしくお願い申し上げます。

矢追家麻呂君 坂本ガバナーようこそ！高木先生、先日はお世話になりました。ありがとう
ございました。

藤井正勝 君 ガバナーをお迎えして。小林さん、鈴木さん、德矢さん、ありがとうござい
ます。

潮田悦男 君 鈴木さん、小林さん、德矢さん。入会おめでとうございます。坂本ガバナー、
ようこそお越し下さいました。

大塩栄作 君 ガバナーようこそお越し下さいました。新入会のみなさまよろしくお願いし
ます。

中條章夫 君 本日は5名の新入会員を迎えて、ご入会本当おめでとうございます。年内に5
名の入会者をみんなで迎えよう。

楠木重樹 君 小林さん、鈴木さん、德矢さん、現役復帰おめでとうございます。
野﨑隆男 君 先週は欠席してすみません。新入会員の皆様方ご入会おめでとうございます。
金星 昇 君 残暑御見舞申上げます。
小林一士 君 ニコニコ協力
德矢和士郎君 ニコニコ協力
鈴木浩之 君 ニコニコ協力
石野捨雄 君 ニコニコ協力します。
弓場裕史 君 ニコニコ協力
市田富久夫君 ニコニコ協力
西口栄一 君 『 善 』なことをしたつもりで・・・ニコニコです。


