
会 長 報 告

●初めに、先週土曜日、社会奉仕プロジェクトの最初の事業であり
ます吉野間伐材の現地視察にたくさんの出席を頂き、有難うござい
ました。吉野もかなり暑かったんですが、急傾斜の道の無い山を登
りまして、滅多に歩いていない道を皆さん御苦労されて歩かれたの
ではないかと思います。一番ご高齢が矢追さんでして、矢追さんも
頑張って登って頂いたんですが、伐採して頂いた方が78歳というこ
とでかなりご高齢になっておられ、後継者がなかなか見つからない
ということでお困りのようでございました。
昨日のＮＨＫのニュースでは、若者で自然を好む人が増えてきて、
林業の仕事にも就きかけているというニュースが有りましたが、た
だその若者たちもやはり機械を使っての伐採するという形でして、
吉野の場合なかなかそういう機械が持ち込めるような状況にないよ
うで、まだまだ難しい所があるのかな、と感じました。
お手元に、産経新聞がこのことを記事にしてくれています。テーブ
ルに置いてありますので、是非ご覧ください。
●達成クラブ表彰ということで、公益財団法人ロータリー米山記念
奨学会より、2014年6月30日におきまして、6,000万円達成クラブと
いうことで、表彰されることになりました。これは地区大会での表
彰後に感謝状を頂く、ということになっております。これは累計
1,000万円に達したクラブに表彰されるものでありまして、以降
1,000万円毎に表彰されるという内容のクラブ表彰でございます。

委 員 会 報 告

社会奉仕委員会：中嶌委員長
本日産経新聞にも掲載されました通り、吉野の間伐材を使って奈良
公園にベンチを設置するプロジェクトの第一弾と致しまして、先日
26日（土）に吉野林業の現状を学ぶために、メンバーと奈良の高校
生6名が吉野町千股という所にある潮田さんの山に行ってまいりま
した。森林組合の坂本専務による吉野の林業の話やヒノキの伐採の
見学、それから石野さん手配によるトラックへの積み込み作業に行っ
てまいりました。当日は、一番暑い日で、また当初予定しておりま
せんでしたが、急遽積み込み作業をすることになり、若手のメンバー
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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5回 7月29日
通算1704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 １０名
◎出席者 ５５名
◎出席率 ８４．６２％

第3回 7月15日
通算1702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 ９名
◎補填者 ８名
◎出席者 ６７名
◎出席率 ９８．５３％

例会プログラム

第6回 8月5日

通算1705回

１．開会の点鐘

２．ソング

「君が代」

「我らの生業」

３．お客様の紹介

４．会務報告

５．新入会員卓話

河野里志 会員

清岡義教 会員

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」



様には本当にお世話になりました。有難うございました。また秋のベンチの設置とデザインコ
ンペという事で、事業は継続しますので、また引き続き皆様にはご協力の程、宜しくお願い致
します。

RID2650 R.L.I.(ﾛｰﾀﾘｰ･ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研究会)DL（ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ･ﾘｰﾀﾞｰ）：井上会員
27日の日曜日に、2650地区のロータリー・リーダーシップ研究会（R.L.I.）に参加してまりま
した。（当クラブより）研修会に出席されたのは、弓場さん、武藤さんで、私と谷川さんがDL
として参加させて頂きました。これはちょうど四年前の矢追会長の時に初めて出来まして、そ
の時に多田廣さんと私が受けて、させて頂き、DLになっております。今また新たに多田実さん
もDLとして活躍して頂いております。これは何と言っても各クラブを活性化させるための研究
会でございまして、できましたら次年度以降も是非とも会長の基本的には出席要請、また研修
の要請に対しまして、必ずまた次年度からも会長が推薦して、送って頂いたら、当クラブも強
くなるのではないかと思います。

RID2650 RLI(ﾛｰﾀﾘｰ･ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研修会)参加者：弓場会員
私も同じく、先日27日に京都で開かれましたロータリー・リーダシップ研究会に参加させて頂
きました。その御報告を簡単にさせて頂きます。先ず、参加者の方は、入会1年目の方から30
年を超えるベテランの方まで非常に幅広く、中でも会長エレクトの方が多かったように思いま
す。内容は、財団の話からリーダーシップに至るまで非常に多岐に亘っており、一時限目から
六時限目まで丸一日ありまして、非常に盛りだくさんの研修メニューでありました。ロータリー
の主旨に関しましては、事前に先出質問を頂いておりましたので、皆さんそこは予習をきっち
りしておられました、私も当日は想定問答を準備しておりましたのですが、そのような本に載っ
ているような答えは求められずに、自由ディスカッションが中心でございまして、他のメンバー
さんの意見を尊重するというグランド・ルールがございます。そして、ディベートや討論では
なく、とても穏やかな進行の中で、本音の部分がチラホラ出てくるような、とても良くできた
システムとなっておりました。また入会年度の若い私に対しましても、そこは流石ロータリア
ンの皆様でございまして、とても紳士的で対等に参加させて頂きました。しかしこのことは地
区担当でもあり、ガバナー輩出クラブでもあるということも大きな理由だと考えられます。名
刺交換の度に、「奈良大宮ロータリークラブ」というと、「あ、ガバナーさんの・・・」とい
うことで、非常にうれしい反応を下さるメンバーも多数おられました。その日は北河原ガバナー
始め、有井地区幹事長、武藤地区副幹事長、そしてDLの講師として先ほどお話をされました井
上さん、谷川さん始め、地区でご活躍されている皆さんのお姿を間近で拝見することができ、
同じクラブのメンバーとして、とても誇らしく感じさせて頂きました。まだまだ9月、10月、
来年2月の卒業と先の長いプログラムではございますが、折角頂いた機会でございますので、
目一杯背伸びをしながらでも最後の卒業まで頑張らせて頂きたいと思います。

高辻幹事
100％が途切れてしまいましたけれども、引き続き100％になるように、出席委員長及び幹事か
ら欠席された方に対しましてお願い申し上げますので、引き続き欠席の場合はMakeUpよろしく
お願い致します。

幹 事 報 告

●新入会員候補者の告知書をお送りいたしました。7日間の間にどなたからも御異論が出ませ
んでしたので、入会が認められたことになります。次週入会式を行います。
●手続要覧の正誤表が来ておりますので、状差しに入れておきました。
●先週のデジャブのようですが、概況報告にも二か所間違いがございました。德矢さんの職業
分類が間違えておりましたので、改めて正誤表を入れております。何度も何度も恐縮ですが、
お持ち帰りください。

卓 話

NPO法人なら・観光ボランティアガイドの会 椿 紀久男 様
「奈良大好き人間」

皆さんこんばんわ。只今ご紹介いただきました椿ございます。日ごろガイドでしゃべっている
のと雰囲気が全然違いますので大変緊張しております。奈良大好き人間というテーマでこれか
らしばらくお時間を頂戴したいと思います。
まず私が所属しております、なら・観光ボランティアガイドの会についてご紹介したいと思い
ます。設立は平成9年、ちょうど平城宮跡の朱雀門が再建された年です。そういうことでこの
会の愛称を「朱雀」と名付けております。HPでも皆様からアクセスしていただき、ご利用いた
だいております。人員がだいたい140名、すべて奈良大好き人間です。この中には元企業戦士
や、官庁職員の方、学校の先生、銀行マンなど種々さまざまな方がおられ、ガイド活動をして
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います。組織設立後5年後、平成14年にNPO法人の資格を取得し現在NPO法人として運営をして
います。
ガイドエリアは奈良市の世界遺産の地域を中心とした社寺、遺跡でガイドをいたしております。
すなわち、奈良公園、西ノ京、遠くは柳生、それからならまち、きたまち、山の辺の道、田原
の里、清澄の里、当尾の里あたりということになります。
対象のお客さんは一般の方、修学旅行の学校、奈良市の学校、これは奈良市の学校は小学5年
生で世界遺産の学習が始まりますが、その最初の年に私どもが現地研修をやらせていただいて
います。あと、定点といいまして来られたお客様にガイドをするというのもやっておりまして、
朱雀門や東院庭園、ならまち振興館、東大寺の転害門、大仏殿でやらせていただいております。
また、イベントへの参加ということで、若草山の夜景観賞、燈花会、冬場ではお水とり、春秋
の鹿せんべい飛ばしなどで協力いさせていただいております。昨年はざっと8万7千人のお客様
をご案内させていただきました。そのうち一般のお客様が5万2千人、学校関係が3万1千人、そ
の他が4千人というところです。

次に奈良大好き人間の原点である歴史の話をさせていただきます。ざっと奈良は京都に比べて
100年古い、さらに古いのが飛鳥、聖徳太子が摂政を開き、それから平城京と奈良の歴史を彩っ
ています。710年に平城京に遷都され、奈良市にある平城京が国の都になりました。この時藤
原京で女性天皇である元明天皇が詔を出しました。「方今平城之地 四禽叶図 三山作鎮
宣建都邑」ということで、今平城京が最高にいい場所ですよ、四禽叶図というのは中国の東西
南北を司る神様ですね、これが護っています、三山作鎮、三方を山で囲んで鎮めています。北
はならやま、西は生駒山、東は春日山。亀筮並従、占いにある通りここに都を立てましょうと
いうことで元明天皇が詔勅を出されています。それ以来奈良の都では8代の天皇が君臨されて
います。女性天皇も多く元明天皇、その次の元正天皇などがおられますが、その中で第45代の
聖武天皇の時に非常に華やかな文化が開いたんです。シルクロードを通って唐の文化を取り入
れました。しかしながら、この時期は毎年のように飢饉や地震、大風などがおこり大変な時代
でした。聖武天皇もこれはたまらんということで742年に平城京を逃げ出すんですが、5年後に
帰ってきたときには大極殿などは跡形もない状態でした。そう言った中743年に聖武天皇は大
仏造立の詔を出されました。この時聖武天皇は「人間だけでなく動植物ことごとく栄えんとい
う願いをもとに国民に一枝の草、一握りの土でもいいから持ち寄ってほしい」ということで呼
びかけました。こういったことで752年に大仏造立という運びになったわけです。奈良時代と
いうのは大変な時代ではあったんですが、私たちはこの奈良時代というのをこよなく愛してい
るわけです。どういう背景だったかと申しますと、都が移ってから続々と神社仏閣が建ってい
きます。一番早くたったのが興福寺、当時藤原氏で一番権力を持っていた藤原不比等が平城宮
を見下ろせるということで現在の地に建てたわけです。次に大安寺が立てられます。もとは大
和郡山の熊凝精舎でしたが716年に大官大寺として移築されてきました。三番目に元興寺、そ
れと薬師寺が718年に移されました。元興寺のあたりは奈良の中でも一番歴史の古い地域です。
仏教が伝わったのが538年といわれていますが、それから四十数年経った596年に飛鳥の地に法
興寺というお寺ができました。これは蘇我馬子が作ったわけですが、そこで中大兄皇子と蹴鞠
をする、それが大化の改新に発展していくわけです。のちに平安時代に焼失し飛鳥寺が立てら
れますが、それが移築され元興寺として移されました。薬師寺ですが、藤原京の西のほうにに
薬師寺が立てられており、そのお寺を718年に移したものです。もとのお寺は元薬師寺と呼ば
れています。そののち東大寺、大仏開眼は752年です。その次に来たのが唐招提寺、759年とい
われています。さらにそののち西大寺ができます。764年にできました。最後に来たのが春日
大社、768年になります。1300年前にお寺や神社が作られていることを想像すると非常に楽し
くなる、これが奈良大好き人間たるゆえんかなと思います。
次に世界遺産についてお話をします。奈良の小学5年生では必ず世界遺産について学びます。
1972年にユネスコが条例を制定します。これは世界中にある貴重な自然や文化財を選んで災害
や戦争、経済危機などで破壊の危機にあった時、国境を越えて助け合おうというものです。そ
の条約制定から20年後の1992年に日本も世界遺産条約に加盟します。その翌年、日本は第一回
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目の世界遺産登録をしてもらうんですね。それが4か所同時に奈良の法隆寺、姫路城を文化遺
産、東北にあります白神山地、屋久島が自然遺産ということで登録されました。その5年後に
古都奈良の文化財として先ほどお話しした寺でらが登録をされました。日本には全部で18か所
が登録されています。昨年は富士山、また今年は群馬の富岡製糸場が入り18か所です。世界ラ
ンクで言いますと13位です。一番はイタリアで50か所、二番目は中国で37か所、それからスペ
インの44か所、ドイツフランスの39か所で、昨年まではギリシャ、カナダと並んで13位だった
のですが、今年は単独で13位になりました。奈良には3件世界遺産があります。日本中で3件世
界遺産を持っている県はありません。
先ほど言いました法隆寺、古都奈良の文化財、3つめが紀伊山地の霊場と参詣道、紀伊山地は
和歌山と三重が入っており単独というわけではありませんが、それでも奈良県がかかわってお
ります。世界では1007件の世界遺産が登録されており190か国が加盟しています。
次に我々がガイドをしている中で雑学なるものがあります。たまには面白い話をしないと、な
かなか聞いてくれないということで話をしております。仏教用語というのがあるのですが、日
常我々が使っている言葉の中に仏教用語はたくさんあります。仏様は蓮の花の台座にお座りに
なっておられますが、これがないとどうなるのか、正解は「台無し」ということであります。
昔のお風呂は敷物をひいて入っていました。「風呂敷」の語源ということです。また女性の方
は簡単な着物を着て入っていた。浴衣というこで「ゆかた」になっていったということで非常
にたくさんあります。
次に奈良の三名椿というのがあります。白毫寺の五色椿、伝香寺の散り椿、開山堂の糊こぼし
です。開山堂の糊こぼしは修二会の時に練行衆の方が二月堂にこもって業をします。その時に
使われる椿の造花を作る、これは色のついた紙を貼り合わせて作るわけですがその際に糊をこ
ぼすとまだらになる、そのような花が実際に咲くわけです。白毫寺の五色椿は一本の木になる
椿の花が5種類の色を持つということで五色椿と呼ばれます。伝香寺の散り椿、ふつう椿の花
はぼとっと落ちますが、ここの椿は一枚ずつはらはらと落ちるといわれています。実はもう一
つありまして四名椿、これは私のことです、というのは冗談ですが、そのようになりたいなと
いうことで願っております。
東大寺、1195年に一回目焼けた後に落慶供養いたします。この時に奈良のお寺は源氏に味方す
るということで平清盛が大変怒り、息子の重衡を使い奈良のお寺を全部焼いてしまいました。
ところが力がありましたのですぐさま重源上人により再建されました。この時鳥羽天皇が上皇
になってやってきます。また鎌倉幕府がものすごくお金を出してくれていまして、頼朝が奈良
にやってくるということで、平家の残党、悪七兵衛景清が転害門で待ち伏せをしていました。
そのため転害門は別名景清門と呼ばれたりしています。転害門は他にもさまざまな呼び名があ
ります。佐保寺門とも呼ばれたりしています。
次に大仏殿の話ですが、屋根から見下ろしていきますと緩やかなカーブの屋根が真ん中あたり
にあります。そこに菊の紋章がありますが、聖武天皇が立てられたということで皇室の菊の紋
章ということです。大仏殿というのは平安時代に一度焼かれますが、室町時代の1567年に再度
焼かれるまで800年間巨大な大仏殿でした。現在は横幅57メートルですが、80メートルありま
した。江戸時代に竜松院公慶が再建をしたのですが、資金の問題で小さくなってしまった。ま
た、当時では大きな屋根を支える柱を調達できなかったという理由もあったようです。
最後に作家の井上ひさしさんのガイドの心得をご紹介し終わりたいと思います。「難しいこと
をやさしく、やさしいことを深く、深いことを愉快に、愉快な事を真面目に」という言葉です。
ありがとうございました。
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同 好 会 活 動

奈良大宮ロータリークラブ山歩き同好会（ＮＯＭＣ）第１９７回 登山報告

犬鳴山

（日 時）平成26年7月9日（日）
（参加者）飯田、楠原、計良、東田、向井、沢井（奈良ＲＣ）、小池

同好会今年度第1回の山歩き奈良ＲＣの沢井様が参加して頂き、9時に犬鳴山登山口を出発す
る。犬鳴山は1300年前に「役の行者」により大和大峰山より6年早く開かれた修験道である。
高城山649ｍに11時着後昼食をすまし、表行場に突入厳しい行場が続く、ところどころロープ
を頼りに下山する。全員怪我なく修行を終える。大阪なんばにて打ち上げ解散。

（小池：記）
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ニコニコ箱 本日計 36,000円 累計 348,000円

福本良平 君 吉野における社会奉仕プロジェクトに多数の参加ありがとうございました。
高辻良成 君 酷暑の中、吉野材の運び出し、おつかれさまでした。社会奉仕委員会のみな

さま、準備からご苦労さまでした。中嶌委員長、ごちそうさまでした。
中嶌 大 君 先日、7/26（土）吉野林業の見学とベンチ材の運び出し、皆様ご協力ありが

とうございました。
潮田悦男 君 社会奉仕事業に参加していただいた皆様、7月26日は御苦労さまでした。
弓場裕史 君 社会奉仕委員会、吉野山の事業に多数ご参加下さりありがとうございました。

又、ＲＬＩに参加させて頂き重ねて感謝申し上げます。
楠木重樹 君 椿様、本日の卓話よろしくお願い致します
橋本和典 君 次男夫婦が新しい孫をプレゼントしてくれました。

とても可愛い大きな（3500ｇ）女の赤ちゃんです。
野末勝宏 君 昨日は快晴の下、楽しくゴルフをさせて頂きました。ご一緒して頂きました

方々には感謝申し上げます。もっともっと練習します。またお付き合い下さ
い。

矢追家麻呂君 ニコニコ協力
渡辺英孝 君 ニコニコ協力
荒木政信 君 ニコニコ協力
河野里志 君 ニコニコ協力

例会変更のお知らせ

8 月 ■大和郡山ロータリークラブ■
☆７月８日発行の会報掲載内容より、下記の通り訂正。
・８月１１日（月）・・・定款第６条第１節による休会。
※ビジター受付は行いません。

■桜井ロータリークラブ■
・８月２０日（水）・・・・例会場変更
場所：稲田美術館
時間：１２時４５分

※ビジター受付は行いません。

9 月 ■桜井ロータリークラブ■
・９月３日（水）・・・・例会場変更
場所：橿原観光ホテル
時間：１２時

※ビジター受付は行いません。

次週の例会 平成２６年８月９日（土）

移動例会（淀川花火大会鑑賞）

次々週の例会 平成２６年８月１９日（火）

卓話 正暦寺住職 大原 弘信（おおはら こうしん）様

演題 「東洋の知恵に学ぶ」 ＝体は理性を持っている＝

●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

■平城京ロータリークラブ■
・８月１１日（月）～１４日（木）


