
本 日 の お 客 様

●太井信太朗 様（奈良ＲＣ）

会 長 の 時 間

本日は会長報告がございませんので、二点ほどお話させて頂きます。
その前に、梅雨が明けました。これから暑い日が続きそうです。暑
さの対策にご留意頂きたいと思います。
今年度は環境というキーワードで活動を進めておりますが、それに
関して一言お話申し上げたいと思います。
●お読みになった方もおられるかと思いますが、先日の日経新聞に
2013年度の日本のエネルギー自給率は6％であり、3年前の20％から
大幅に低下し、1970年代の石油危機前（9％）を下回るというのが
出ていました。この大幅低下は原発が稼働しなくなった結果による
ものですが、自給率回復に電力各社はむこう10年間にフィリピン一
国分の電力をまかなえる1,000万キロワット超の火力発電所を計画
しているようです。しかしこの方向性は温暖化ガスの排出量が更に
増えるという問題があります。米国では、発電所からの排出目標は、
30年までに05年比30%減、EUは30年までに90年比40％減を決定する
方向ですが、日本は未定ということです。一方、電気の原料に占め
る化石燃料の割合は88％に達しており、日本が輸入する石油の85％
はホルムズ海峡を経由するため、現在ウクライナ・シリア・イスラ
エル等、また「中東の春」と言われたアラブ諸国の情勢は決して安
定しておりません。「中東情勢が緊迫し、海峡が塞がれば電気は止
まる」とまで言われているようです。この様な状況の中で、奈良県
は現実に原発による直接の被害を受けることはありませんし、造ら
れることもないかと思いますが、原発がもたらすエネルギーと環境
問題というものを本当に真剣に考える時が来ていると思います。
●それと、もう一点は会長エレクト研修に於きます資料の一部に、
このような言葉がございました。ロン・D・バートンRI会長エレク
トのメッセージでございまして、「会員からロータリアンへ」とい
う表現で、「推薦され、その推薦を受託する事を選択し、ロータリー
に入会しました。入会後も日々選択を行っております。それはロー
タリークラブの単なる一会員でいるか、真のロータリアンになるか、
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『ロータリアンとしての

誇りをもって』

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22日
通算1703回

◎会員数 ７６名
◎出席規定免除者数

１＋２４名
◎出席義務者数 ５１名
◎欠席者 ６名
◎出席者 ６４名
◎出席率 ９１．４３％

第2回 7月8日
通算1701回の修正

◎会員数 ７６名
◎出席規定免除者数

２＋２４名
◎出席義務者数 ５０名
◎欠席者 ２名
◎補填者 ２名
◎出席者 ７０名
◎出席率 １００％

例会プログラム

第5回 7月29日

通算1704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 なら・観光ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

ｶﾞｲﾄﾞの会

理事 椿 紀久男様

「なら大好き人間」

６．閉会の点鐘

国際ロータリー第２６５０地区

ガバナー 北河原 公敬

「ロータリーは心くばり」



という選択です」なかなか耳の痛い言葉ですが、普通のロータリアンでいるか、それとも真の
ロータリアンになるか。その人の心掛け一つだ、ということです。是非、真のロータリアンに
なって欲しい、というメッセージでございます。それに関しまして、本日状差しに入れておき
ましたが、先日会員増強地区研修会がございまして、その資料で、これは皆さんの行動指針の
参考にして頂ければ良いのですが、RI元会長田中作次氏の「ロータリークラブ強化への100の
ヒント」という形で皆さんにお渡ししております。先ほども申し上げた通り行動の指針にして
頂いて、現在我々のクラブとしてやっていることもありますし、まだされていないこともあり
ます。これが本当に良いのか、等色々なお考えをお持ちかと思いますが、また参考にして頂け
れば、と思います。

委 員 会 報 告

社会奉仕委員会：中嶌委員長
先週にもご報告致しましたが、例のベンチ絡みで、間伐材を切り出している現状を見に行こう
ということで、7月26日（土）9：00近鉄奈良駅行基前集合でさせて頂きます。当日は、現地に
到着後木の切り出し等々見学しまして、吉野の林業の話を聞きまして、それからお昼、それか
ら川上村の「源流館」に行って吉野の自然を体験して頂こうと企画しております。当委員会副
委員長の弓場さんのお力で、帝塚山のピチピチの女子高生もたくさん来るということです。今、
×を付けられている方も気が変られても結構ですので、出来るだけ多数の出席をお願いします。

青少年奉仕委員会：水野委員長
先週の土曜日、7月19日京都ホテルオークラに於きまして、国際ロータリー第2650地区2014-15
年度青少年グループ合同会議全体会議がございましたので、参加をさせて頂きました。当クラ
ブからは4名のご出席を頂きました。13：00～全体会議があり、青少年奉仕委員会、インター
アクト、ローターアクト、青少年交換、新世代育成基金特別委員会、それぞれの委員会をご説
明頂きました後、14：15～各グループに分かれまして、分科会を開催されました。そこでそれ
ぞれの地区の活動方針、その他各クラブにそれぞれ参考にして頂く為に、昨年の事業の成功事
例等具体的に2～3説明を頂きました。当委員会につきましてもそういったことを参考に致しま
して、引き続き事業をやっていきたいと思いますので、ご協力宜しくお願い致します。

親睦活動委員会：門脇副委員長
8月9日（土）淀川花火大会のご案内でございますが、多数の出席のお返事を頂き有難うござい
ます。つきましてはバスの送迎がございます。出席表の右の方に「近」「Ｊ」「学」と書かれ
ておりますが、「近」＝「近鉄奈良駅」「Ｊ」＝「ＪＲ奈良駅」「学」＝「近鉄学園前駅」で
ございます。バスの送迎がございますので、何れかに記入お願いします。

2013-14年度クラブ管理運営常任委員会：冨川委員長
大変遅くなりました。年度が替わりましたが、前年度第4回の情報集会を6月の初めに行いまし
た。その纏めが出来上がりました。今日状差しに入れさせて頂きましたので、ご覧頂ければ、
と思います。

出席委員会：多田委員長
二回連続の出席率100％有難うございます。
これからも補填の方、宜しくお願い致します。

幹 事 報 告

先週概況報告に訂正がありまして、という話を致しました。結婚記念日、誕生日など少し校正
ミスがございまして、状差しに正誤表を入れております。該当の方には、大変申し訳ございま
せんでした。以降また気を付けたいと思っております。

卓 話

有井邦夫 地区幹事長「ガバナー年度を迎えて」

現在、公式訪問で北河原ガバナーのお供をしています。幹事
長は何も喋らなくてもいいという事でしたが、プログラム委
員長の楠木さんから、今日喋ってくれという事になりました。
今日も朝から北河原ガバナーと京都洛中RCへ行ってまいりま
した。ここには、平井パストガバナーがおられます。77名の
クラブで、活気のあるクラブでした。7月8日から公式訪問を
スタートして97分の10です。大きなクラブを訪問して勉強を
させてもらっています。
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7月8日の1回目は京都八幡RCを訪問しました。ガバナーを輩出したクラブから先にまわるよう
に決まっているそうです。隣に座っていた中奥君に聞いたところ、去年今年に（奈良大宮RC）
入会した人が10名いるという事ですが、ガバナーは奈良大宮に所属していますが、現在はRIの
役員の1人であるとご理解していただきたいと思います。ガバナーは何をするのかというと、
例会でのガバナーアドレスでRI会長の方針を的確に会員に伝えることが仕事です。
ガバナーノミニー、ガバナーエレクトを経て7月1日からガバナーになったわけですが、今考え
ますとノミニーの時が一番しんどかったと思います。それは奈良県下のRCではどなたか知って
いる方がいるのですが、京都、滋賀、福井では誰も知っている人がいません。当時の北河原ガ
バナーは東大寺の別当でいらっしゃったので、代わりに諮問委員会に出席しましたが、何もい
う事ができないのです。指名されたら話をするだけで聞き役でした。諮問委員会には歴代のパ
ストガバナーが委員に連ねており、緊張した1年でした。北河原ガバナーから幹事長をしてほ
しいと言われた時「なんで私ですか」と言ったらお叱りを受けました。箸尾さんと（ガバナー
の要請を）口説きに行った経緯もありますので腹をくくってやっています。副幹事長4名に武
藤さん、藤井さん、宮西さん、橋本さんを選びました。会計長に土谷さん、中嶌さんにお世話
になっています。公式訪問を通して、こんなに素晴らしいガバナーはいないなと改めて北河原
さんの人格に惚れ惚れしています。というのも京都、滋賀、福井とどこに行っても丁寧に優し
く迎えていただいております。北河原さんのお名前は全国津々浦々に通っているなと実感して
います。その証拠にプレス発表を先日京都で行いました。新聞各社が取材に来てくれていまし
た。朝日新聞の全国版にその記事が出ていたみたいで、かつてそんなガバナーはいないという
事でした。今日はこのような機会をいただいたので、（公式訪問に）行って感じたことをお話
したいと思います。京都八幡RCが 初でした。この時は黙祷からスタートしました。石清水八
幡宮の宮司の田中様が前日にお亡くなりになりました。地区大会の委員長をされていた方です。
クラブの会長は開原さんという女性の方です。このクラブは昭和53年（1978年）に京都RCと京
都城陽RCがスポンサーの23名で立ち上げたクラブです。友好クラブは、2610地区の能都RC、姉
妹クラブは5440地区のシャイアンRCであります。すでに新クラブを設立しており、平成8年に
京都田辺RCを30名のチャーターメンバーで設立しています。我々のクラブでも新しいクラブを
拡大する意気込みを持っていただけたらと思います。会長幹事懇談会では、「希望の風」、東
日本大震災の災害復興支援から変わったのですが、奨学生の支援で4億1～2千万いるとういこ
とで、これを集めるということでお願いしています。ガバナー会でもその運動をしていくと言っ
ているのですが、34名のガバナーの中にはその運動をご存じでない方もおられました。8月の
ロータリーの友に、2650地区の北河原ガバナーも力を入れているということで掲載されます。
その分プレッシャーがかかっており各クラブにそのお願いをしています。会員増強の問題です
が、会員数が4660人で少し去年より増えていますが6000人いたのがどんどん減っている現状で
会員増強をしていかなくてはなりません。皆様方にご協力いただきたいのが、心に残るロータ
リー体験（ロータリーモーメント）を話してもらい、それを冊子にして会員増強のツールにし
て欲しいというのがガバナーからのお願いであります。

ガバナーアドレスに関してはどこに行っても静かで非常に気持
ちがいいです。ガバナーがお話しされているので一番感じてい
るのではないかと思います。ガバナーアドレスは約30分、その
後のクラブ協議会は1時間半かけて行われ、 後にガバナーが
感想をお話しされております。そんな感じで和気あいあいとやっ
ています。あとロータリーソングの声が大きいです。今日訪問
したクラブも大きな声で歌っています。大きな声で歌っている
クラブは活力があるとガバナーが話されています。話したいこ
とはまだまだあるのですが、改めてご報告させていただきます。
今日で97分の10クラブをまわりまして、ちょっと気持ちも楽に
なったかなと思います。今後とも皆様の絶大なる支援をお願い
申し上げます。
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ニコニコ箱 本日計 50,000円 累計 312,000円

高辻良成 君 有井幹事長、本日の卓話よろしくお願いいたします
有井邦夫 君 公式訪問に各ＲＣにお邪魔しております。無難に進んでおります。今日はそ

の報告致します。
楠木重樹 君 有井地区幹事長 おつかれのところ、ありがとうございます。
多田 廣 君 長らくご迷惑をお掛けしていましたが、やっと出席出来るようになりました。

その間クラブから御見舞を頂き、又わざわざ御見舞下さいました方々に心か
ら御礼申し上げます。今日から頑張りますのでよろしくお願い申し上げます。

西口栄一 君 昨日、とある方のゴルフ復帰コンペで2位の賞金いただきました関係で・・・
ニコニコ。
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例会変更のお知らせ

8 月 ■奈良西ロータリークラブ■
・８月７日（木）・・・・早朝例会の為、霊山寺にて、午前７時より。
※ビジター受付：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。

・８月１４日（木）・・・・定款第6条第1節（C）により、休会
※ビジター受付：行いません。
・８月２１日（木）・・・・新入会員歓迎会の為、変更。
※ビジター受付：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。

■桜井ロータリークラブ■
・８月１３日（水）・・・・定款第6条第1節（C）により、休会
※ビジター受付：行いません。

■奈良ロータリークラブ■
・８月１４日（木）・・・・定款第6条第1節（C）により、休会
※ビジター受付：行いません。

■橿原ロータリークラブ■
・８月１５日（金）・・・・定款第6条第1節（C）により、休会
※ビジター受付：行いません。
・８月２９日（金）・・・・夜間例会の為、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：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。

次週の例会 平成２６年８月５日（火）

新入会員卓話 河野 里志 会員・清岡 義教 会員

●会報・IT委員会/辻本和弘 小原靖浩 植倉一正 鈴木譲 野末勝宏 webmaster/辻本和弘

事務局休局のお知らせ

■橿原ロータリークラブ■
・８月１２日（火）～１５日（金）
御用の際は、FAXまたはメールにてご連絡下さいます様、お願い申し
上げます。また、留守番電話をご利用頂いても結構でございます。

TEL:0744-28-2801
FAX:0744-28-2802

E-Mail:krc@jeans.ocn.ne.jp

市田富久夫君 昨日は髙野さんの無事？ゴルフ復帰おめでとうございました。いつもの賞を
ちょうだいしましたので。

髙野 治 君 昨日の私のゴルフ復帰第一戦には、多数のご参加を賜わり、誠に有難うござ
いました。

中奥雅巳 君 髙野さんゴルフ復帰おめでとうございます。昨日はありがとうございました。
飯田二昭 君 四国の山旅、同行の皆様にはお世話になり有難うございました。
佐川 肇 君 野﨑様、先日はお世話になりました。お蔭様で時間を忘れて楽しい一時を過

ごすことが出来ました。
德矢和士郎君 連続欠席のおわび
矢追家麻呂君 ニコニコ協力
森山斗福 君 ニコニコ協力


