
会 長 報 告

改めましてこんばんは。まず初めに、社会福祉法人奈良いのちの電
話協会より礼状が届いております。二つ目に、第21回加茂曲水宴と
いう上賀茂神社で行われる宴だそうですが、我々、実はこの前の週
の6日に家族親睦例会で、上賀茂神社に行って宮司さんのお話を聞
く、ということになっております。それで、この4月13日午後1時か
ら行われます曲水宴に参列しようと思われる方は、事務局までお申
し出ください。三つ目に、実は先週土曜日に、奈良プロバスクラブ
の創立総会が行なわれました。プロバスクラブとは、プロフェッショ
ナル（専門職業家）とビジネス（実業家）を短縮したもので「プロ
バス」というらしいですが、このプロバスクラブの創立総会が行な
われて、奈良ロータリークラブが提唱され、現在25名の会員（男性
16名、女性9名）がおられ、会長は熊本國勝さん、幹事が大西良則
さんでございます。毎月一回第3月曜日の12：30-14：30までかんぽ
の宿で例会をやるようです。入会金1万円、年会費1万円で食事代は
実費でやるらしいです。話を聞いておりましたら、同好会的集まり
ではないのかな、と。男性60歳以上、女性50歳以上の集まりでござ
います。皆さんそれぞれロータリークラブ経験者もおられました。
来賓で来られた方の中には、パストガバナーもおられました。日本
では109番目の創立らしいですが、奈良プロバスクラブというのは
どういうものなのか、ということは昨日の奈良新聞にも載っており
ます。私資料を頂いておりますので、興味のある方は私の方までお
申し出ください。それと、今週土曜、日曜に地区大会が京都国際会
館で行われます。30日日曜日には全員、登録しておりますので、た
くさんの皆様方の参加を宜しくお願い致します。最後に、先週も言
いましたが、濱田会員がご栄転で仙台支店長に4月1日付で行かれる
ということです。聞くと、2年弱当クラブに在籍して頂いておられ
ました。また仙台に行かれましたら、より一層頑張って頂いて、もっ
ともっと偉くなって頂ければ、と思います。後程記念品をお渡しし
て濱田会員に一言ご挨拶をお願いしたいと思います。
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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36回 3月25日
通算1688回

◎会員数 ７３名
◎出席規定免除者数

１＋２４名
◎出席義務者数 ４８名
◎欠席者 １３名
◎出席者 ４８名
◎出席率 ７８．６９％

第34回 3月11日
通算1686回の修正

◎会員数 ７３名
◎出席規定免除者数

１＋２４名
◎出席義務者数 ４８名
◎欠席者 １１名
◎補填者 ２＋６名
◎出席者 ６４名
◎出席率 ９２．７５％

例会プログラム

第37回 4月1日

通算1689回

１．開会の点鐘

２．ソング

「君が代」

「４つのテスト」

３．お客様の紹介

４．会務報告

５．卓話 奈良税務署署長

太田克実様

「税の四方山話」

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」



濱田英資会員より退会の挨拶
今、会長の方からご紹介頂きまして4月1日から仙台支社
に着任を致します。2年間の短い期間ではございましたが、
先輩の会員の皆様には私の商売を絡めてお声掛け頂き、
暖かいお言葉を頂いたり、同世代の会員の皆様には旧知
の友が如くお付合いを頂いて、本当にロータリーの温か
さを、敢えて言わせて頂くと「満喫」させて頂いたな、
というのが思いでございます。実は今年の4月には先ず私
の着任いたします仙台は住宅事情が厳しくて住まいが押
さえられなかったので、一週間ほどホテル住まいをする
のですが、それも土建関係の出向の方が多く、ホテルも
押さえられない。引っ越し業者を押さえようと思ったら、
消費税の関係で運送業者が全く押さえられない。という

ことで、結局4月3日に荷物が搬入するという事で、私自身は会社生活で15回目の引越しでござ
いますので、もう十分慣れておる積りではありますが、心機一転、頑張ってまいります。仙台
はご存知の通り被災県でございますので、また何かでお寄りの際には是非ご一報賜われば、と
思います。また後任は荒木という支社長が参りますので、即刻入会せよ、と指示をしておきま
したので、また後任をご愛顧賜わればと思います。どうも2年間有難うございました

委 員 会 報 告

親睦活動委員会：谷川委員長
●先ほど会長からも4月6日家族親睦例会ということでお話がありましたが、先日皆様に御案内
させて頂いた時は9：20集合の予定にしておったんですが、先週日曜日に親睦活動委員会で下
見に行き、少し時間的に厳しいかなということと、当日観光客がとても多くなりそうなので少
し余裕を持って行きたい、ということで出発時間を１時間早めさせて頂きました。本日状差し
に改めましたスケジュールの案内を入れさせて頂いておりますが、8：20集合、8：30出発になっ
ておりますので、よろしくお願い致します。それに伴いまして、帰りの時刻も30分延びまして、
奈良到着が17：00となっておりますので、お願い致します。
●明日親睦の3回目のゴルフになっております。奈良柳生C.C.で9：00集合、9：36スタートと
なっております。天気がちょっと心配ですが、皆さん、出席お願い致します。

RI第2650地区 2014-2015年度：有井幹事長予定者
少しお時間を頂戴したいと思います。既に皆さんも御承知を頂いておりますように、今、地区
委員の皆さんの委嘱状を会長からお渡し頂きました。一年間大変な思いをして頂くことになり
ますが、ひとつ宜しくお願い致します。尚、既に北河原年度の年間行事につきましては、第1
回目の地区チーム研修セミナー、第１回目の合同地区委員会、それから第2回目の地区チーム
研修セミナー、会長エレクト研修セミナー（PETS）を、皆様方の御協力で無事終えることが出
来ました。あと大変な行事が残っておりますのは、4月20日の地区研修・協議会にいよいよな
ら100年会館の非常に手狭な所で皆様方にご足労をお掛けしてするのですが、宜しく賜わりた
いと思います。4月20日（日）ですが、宜しくお願い致します。
それからもう一つ大変なのは、2015年の4月11日に行われます地区大会。この2つが大変な事業
になっておりますので、併せてお願いしたいと思います。
尚、ガバナー補佐研修セミナーが、これも2013年の12月7日を皮切りに3月23日に第3回目を無
事終えることが出来ました。これも後1回だけ残っております。PGにお叱りを頂戴しながら、
一所懸命私と4人の副幹事長にお世話を掛けながら、推移をさせて頂いております。行き届か
ないことで皆様方に随分と気を揉ませている事かと思いますが、色々な事も私の耳にも入って
来ております。嫌な事は全て無事に終りましたら、私が皆様方から色々聞かせて頂いて、しっ
かりと謝罪する事を覚えながらやらせて頂いておりますので、皆様方の絶大なるご協力をお願
いしたいな、とこのように思っております。
後2回の情報集会があります。私は28日の情報集会に出させて頂きます。何なりと気に入らな
いことがありましたら、私に言って頂きたいと思っております。私の携帯もどなたからも拒否
はしておりませんので、どうぞ遠慮なしにお申し付けを頂きたいと思います。
まだあと1年間は頑張っていかなアカン、ということでございますので、どうぞ大変な思いを
しながら北河原GEも毎日頑張って頂いておりますことを併せてご報告して、皆様方の協力を最
後にお願いさせて頂きます。よろしくお願い致します。
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幹 事 報 告

●先ほど会長からご案内がありましたように、3月30日は地区大会がございます。当日、先日
皆様方にお渡しをしております名札が全ての会に必要となりますので、必ずこの名札を忘れず
に、全員の皆様が参加して頂ける様、宜しくお願い致します。
●メーキャップカードをお手元に持っておられ提出されていない方が多数おられるようです。
メーキャップカードは必ず速やかに事務局に提出お願い致します。

卓 話

有限会社レッツ 代表取締役 若木宏之様
「恩に報いる」

今から１０年程前に、高校の野球部の同窓会兼忘年会がありました。そこで、ある会社の部長
に昇進した同級生に再会しました。私は彼にお祝いの一言を述べようと彼の元にいきました。
「おめでとう」「ありがとう。若木は今も塾をしているのか？」「天職かも知れないと思って
いる」と答えました。すると「今の若い連中はどうよ。礼儀はなっていない、頭は悪いわ、機
転は効かんわ、情けない奴ばかりやな」「こないだも、クレーム処理頼んだら、クレーム膨ら
まして帰ってきよった。」と益々部下の悪口を言いつのるのでした。ついに、酒の場であるに
もかかわらず、私は彼にキれてしまいました。「出来の悪いお前でも何とか一人前にしようと
努力をしてくれた先輩や、上司の方がおられただろう！お前一人で勝手に何でもできるように
なったんと違うやろ！何が今の若い奴はあかんや。それも言うのなら、若い人をよう育てんと
すみませんやろ！せめて、育てて頂いた恩だけでも、今のお前の部下に育て返したらどうや！」
私は酒をまずくしてしまいました。でも、「若木は変わらんな！」と幹事がうまく仲を取り持っ
てくれました。でもその時彼に、浴びせかけた言葉は、全て自分自身の事でした。この時から、
私を育てて頂いた方の恩を胸に抱き、今は恩に報いるように人様に恩返しを少しでもして行こ
うと思うに至りました。そして、自分たちの塾の後輩たちを育てようという想いで、中和教育
研究会を立ち上げました。私立、県立中高の先生方との相談会や、近隣私塾とともに子供達に
有意義な情報を発信。また、「やまと私塾の会」を立ち上げ、視野を広げるために異業種交流
もいたしました。次に、何か保護者や子供達に、自分の経験を生かす方法が無いか？と考えて、
過去を纏め上げて「親力」という本になりました。その本に盛り込めなかった部分を、現在奈
良新聞に掲載中でございます。あと、定期的に保護者向けに、ミニ講演会を開催しています。
その中で、「学習には4段階があります」とお話しています。
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Ｒ Ｉ 第2650地区 2014-2015年度 地区委員 委嘱状

●米山奨学委員会 副委員長：冨川 悟 君
●財団資金管理委員会 委員：楠原忠夫 君
●広報・雑誌委員会 委員：髙野 治 君
●インターアクト委員会 委員：山本尚永 君



第１段階、無意識だからできない。・・・それが続くと困る。問題を意識させるところから始
める。
第２段階、意識してもできない。 ・・・決して怒らないでやって下さい。
第３段階、意識してできるようになる。・・・褒めてやって下さい。でも褒めるのも難しい。
第４段階、無意識でもできるようになる。・・油断でミスを犯します。しっかり叱ってやって
下さい。あと、真面目だからいろいろ悩んでいる子供達がいます。そういった時の私の子供達
へのアドバイスですが、悩みの中には悩んでも無駄な悩みもあります。それは、自分でコント
ロール出来ない事に悩んでいることです。「入試で自分だけ落ちたらどうしよう」と悩んでし
まいます。しかし、この内容は、はじめから自分でコントロールできないから、悩む価値が無
い。その悩みは自分でコントロールできるかどうかを考えなさいと言っています。「自分でコ
ントロールできないことには悩むな。コントロールできないことは、自分の頭の中から消し去
りなさい。そして、自分の悩みをコントロールできる内容に変えていきなさい。」とアドバイ
スしています。次に、「手段の目的化」も子どもたちに教えます。塾の例で申しますと、成績
を上げるという目的のためにいろんな手段を使います。宿題を出すのも１つの手段です。でも
この手段が目的に変わったらどうでしょう。宿題さえすればよいということになります。これ
では成績は上がりません。目的を見失っているのです。人は弱いので直ぐに手段を目的化させ
てしまいます。以上の3つは必ずお話するようにしています。
次に、いまどきの面白い子供を紹介いたします。
①How are you ? I’m fine thank you、
この訳を「儲かりまっか」「ぼちぼちでんな」とした生徒がいます。
②授業中寝ていた生徒に「寝た分だけ勉強して帰れ」と怒ると、「夢の中で勉強していました。」
と切り返す。
③入試発表の日、残念ながら不合格の生徒がいました。でも、その子は塾に合格の報告に来た
生徒に「心からおめでとう」と言っていました。自分が不合格にもかかわらず、人の合格を心
から祝えるこの子の人間力。その１週間後にお母さんが妹
さんを連れて、お願いしますと来られて、感謝の気持ちし
かありません。お姉さんがここへ行きなさいと言ってくれ
た。実はそのあと泣きはらしていたらしい。「あれほど若
木先生に教えてもらったのに落ちてしまって申し訳ない」
こういうことを言われますと、正直たまりませんでした。
そういう事もあり、現在も続けられているのかも知れませ
ん。生意気なことをお話させて頂いたように思います。ご
無礼があれば、ご容赦願います今回こんな素晴らしいチャ
ンスを与えて頂きました土谷先生に感謝申し上げるととも
に、ご静聴下さいました皆様方に感謝申し上げ私の話を終
えさせて頂きます。本当にありがとうございました。
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国際ロータリー2650地区2013-2014年度地区大会

日時：2014年3月29日・30日

場所：国立京都国際会館

▲職業奉仕リーダーシップ賞受賞の松岡嘉平治さん
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（2013～2014）奈良大宮ロータリークラブ第３回親睦ゴルフコンペ

平成２６年３月２６日（水）
場所 奈良柳生カントリークラブ

参加者
小西 敏文,潮田 悦男,谷川 千代則,石野 捨雄,増井 義久,西口 栄一,市田 富久夫,
矢追 家麻呂,中條 章夫,梅谷 裕規,中奥 雅巳

懇親会参加
冨川 悟、植倉 一正

優勝 中奥 雅巳 準優勝 梅谷 裕規

▲ガバナーエレクト紹介

▲次年度地区大会ホストクラブ会長挨拶 ▲大懇親会の様子
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次週の例会 平成２６年４月６日（日）家族親睦例会

次々週の例会 平成２６年４月１５日（火）

卓話 奈良県副知事 前田努 氏

「奈良のムジークフェスト」

●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

ニコニコ箱 本日計 49,000円 累計 2,584,769円

小西敏文 君 有限会社レッツ 代表取締役 若木宏之様 本日の卓話 宜しくお願いします。
3月30日 地区大会 たくさんの皆様の出席お願いします。

土谷宗一 君 若木先生の卓話に感謝
濱田英資 君 2年間お世話になりました。この場を借りて厚く御礼を申し上げます。
多田 実 君 有井さん！！先日はお世話になりました。 結婚記念日にお花ありがとうご

ざいます。
有井邦夫 君 4月20日の地区研修・協議会 宜しくお願いします。
潮田悦男 君 ちょっとうれしいことがあったので。
矢追家麻呂君 ニコニコ協力
水野憲治 君 ニコニコ協力
德矢和士郎君 ニコニコ協力
森山斗福 君 ニコニコ協力
冨川 悟 君 ニコニコ協力
西口栄一 君 ニコニコ協力
平方貴之 君 ニコニコ協力

例会変更のお知らせ

4 月 ■やまと西和ロータリークラブ■
・４月２９日（火）・・・定款第６条第１節（Ｃ）による休会。
※ビジター受付は致しません。
■奈良西ロータリークラブ■
・４月１０日（木）・・・早朝例会の為、変更。
場所：霊山寺
時間：7：00～

・４月２４日（木）・・・家族親睦会の為、変更。
※ビジター受付：両日とも、同日、17：30～18：00まで
奈良ロイヤルホテルフロント横にて行います。

5 月 ■やまと西和ロータリークラブ■
・５月６日（火）・・・定款第６条第１節（Ｃ）による休会。
※ビジター受付は致しません

３位 谷川 千代則


