
本 日 の お 客 様

緒方賢史 様（奈良ＲＣ）
服部 亘 様（奈良ＲＣ）

会 長 報 告

ビジターの皆様、ごゆっくりお過し下さい。
皆様ご存知のように、この前の日曜日でしたか、全国軟式高校野球
大会で延長50回という試合がございました。その両方とも一人のピッ
チャーで投げきったということでそれも凄いのですが、改めて軟式
野球というのは本当に点数が入らないな、ずっと0－0で、入り難い
ものだなと改めて思った次第です。
本日第三回の定例理事会がございました。それにつきまして、報告
事項、審議事項の報告をさせて頂きます。
・先ず、北河原ガバナーが力を入れておられます「希望の風奨学金」、
今日送金させて頂きました。
・地区より、福知山市域水害対策、他支援決定のご報告ということ
で、災害復興支援特別委員会が行われ、福知山市に義捐金500万円、
福知山ロータリークラブにお見舞金200万円、福知山西南ロータリー
クラブにお見舞金200万円を送られました。この支援原資は特別会
計「災害対策基金」を活用させて頂いておるということでございま
す。
・10月のクラブ討論会（職業奉仕担当）につきまして、当日は卓話
ということで、佐藤薬品工業の佐藤社長にお越し頂きまして、全員
の皆様にお渡しする事になりますが、「三方よしの人間学」という
ことで、これに関する卓話を頂くことになっております。
・労働に学ぶについては後程委員長よりご報告頂きます。
・新大宮駅北側地図の修正について、先週もご報告致しましたが、
修正内容は全て決定致しましたので、修正をするということで了解
を得ました。
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2014-15年度当クラブテーマ

『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9回 9月2日
通算1708回

◎会員数 ７８名
◎出席規定免除者数

１＋２５名
◎出席義務者数 ５２名
◎欠席者 ９名
◎出席者 ６３名
◎出席率 ８７．５０％

第7回 8月19日
通算1706回の修正

◎会員数 ７８名
◎出席規定免除者数

１＋２５名
◎出席義務者数 ５２名
◎欠席者 ６名
◎補填者 １＋６名
◎出席者 ７４名
◎出席率 １００％

例会プログラム

第10回 9月9日

通算1709回

１．開会の点鐘

２．ソング

「４つのテスト」

３．お客様の紹介

４．会務報告

５．卓話

日本さつき盆栽協会

会長 吉川隆憲様

「盆栽から見る日本文化」

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」



・9月16日の例会ですが、新入会員歓迎親睦例会という形にさせて頂きます。この後ろの屋上
庭園も利用しながらのお祝い的な例会になります。そしてその例会に於きまして、出席表彰も
させて頂きます。この出席表彰についての記念品を、多田実委員長の方で例年にない品物を改
めて探して頂きまして、それをお渡しすることになります。
・地区の財団委員長及びポリオプラス委員長より、「世界ポリオデー」に向けてのポリオ撲滅
活動募金のお願いというのが参っております。これは一人2,000円ということで、協力をして
頂きたいということで参っております。募金箱を受付にこの一カ月間置かせて頂きますので、
ご協力の程、よろしくお願いいたします。以上です。

委 員 会 報 告

青少年奉仕委員会：水野委員長
昨年から引き続いて今年度も「労働に学ぶ」をさせて頂くことになりました。日時につきまし
ては、10月29日（水）時間は13：10-15：00まで三笠中学校に於きまして、させて頂くことに
なりました。今年度につきましては中学校1年生に対しまして「労働に学ぶ」、中学校2年生に
つきましては11月に職場体験学習がございますので、それに向けたマナー学習ということで、
その二つを担当させて頂きます。
講師等の詳細につきましては、全部で12講座させて頂く予定になっておりまして、ご紹介をさ
せて頂きますと、①㈱あかしや（筆製造販売）②㈱瓦道（鈴木浩之会員）③農仙の会（柳生の
方で大和野菜を作っている農家）④赤膚焼窯元（大塩会員）⑤德矢住建（德矢会員）⑥本家寿
吉屋（薬師寺の門前で奈良漬を作っておられるところ）⑦㈱南都銀行（松岡弘樹会員）⑧ホテ
ルサンルート奈良（以前こちらに卓話に来られた中野さんにお願いをして引き受けて頂いてお
ります）⑨大倭安宿苑（矢追会員）⑩今日亭本店（100％手打ちのうどん製麺）⑪豊澤酒造⑫
柿の葉寿司平宗にお願いをしております。
中学2年生を対象としたマナー講座に関しましては、①スターバックスジャパンの店舗開発部
の方に来て頂くことになっており、あと一つが②ＪＡＬの現役のＣＡさんに来て頂くことになっ
ております。
当日につきましてはメークアップ扱いにさせて頂く予定ですので、奮ってご参加を頂きます様
よろしくお願いいたします。

雑誌・広報委員会：楠下委員長
本日ロータリーの友9月号が配布されましたが、縦組みのP.20（左から行くとP.57）の「卓話
の泉」ですが、3つの文章がありますが、それぞれになかなか面白いと思いますので、紹介さ
せて頂きます。
一つは「古代文字の解読」ということで書いておられます。岸和田ＲＣの方です。もう一つは
「左右考」という題で、福知山西南ＲＣの方、もう一つは「東海道五十三次」ということで西
宮恵比寿ＲＣの方が書いておられ、それぞれに興味深いんですけれども、その「左右考」とい
うのは特に世界の中で”左が上位か、右が上位か“ということで、日本の場合は主に中国を経
由して文化が入って来ておりますので、要は遣隋使、遣唐使の時代に入ってきた考え方が左上
位だったということで、現在も左上位で続いている訳です。本来中国では「天子南面す」とい
う言葉があり、天子は北から南を見るという考え方で、陽は左から射すということで右は西側
で下位であるということで、中国ではそれぞれの皇帝が周、春秋時代、戦国、秦、漢という時
代、それから隋、唐、宋という時代を経由して現在に至る訳ですが、先ほども言いましたよう
に、遣隋使、遣唐使の頃に中国の思想が入って来て左上位に、ひな人形を飾った時もそういう
ように飾りをするわけです。ところがヨーロッパでは右上位という考え方があって、「right」
が「正義、正しい、本当の」という意味を持つのに対して「left」が「弱い、価値のない」と
いう意味という事で、ヨーロッパでは右上位だということで、オリンピックも表彰台も金メダ
ルは真ん中、銀メダルは右、銅メダルは左になっているな、と面白いことを書いていますので、
ご覧になって頂きたいと思います。紹介しておきます。有難うございました。

クラブ管理運営常任委員会：植村委員長
本年度第1回目の情報集会のご案内を申し上げます。本日皆様の状差しに入れておりますが、
9月17・18・19日、22日、24日の5日間にわたって開催したいと思います。テーマは「会員増強
について」ということで、副班長に会員増強委員の皆様に入って頂いております。また詳細は

2



詰めておきますので、ご審議下さい。今回第5班の場所（河野会員の）「志希」というお店が
初めて登場致します。ところがちょっと二階の方のスペース上14名限定でございますので、ご
希望も多々あるかと思いますので、その場合は副班長の市田さんと交渉してもらえば良いかと
思います。どうぞよろしくお願いいたします。

出席委員会：多田委員長
前回の修正も100%でしたので、前回欠席された方がおられましたらメークアップして頂くと、
8月を通して100%になりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

幹 事 報 告

「ロータリーの友」の（横書き）P.24ですが、今年かなり力をいれてもらっている「ロータリー
デー」の案内が載っております。私もあまりロータリーデーというものを存じ上げておりませ
んでしたので、皆様是非P.24-25をよく読んでご理解頂きます様よろしくお願いいたします。

卓 話

国際ロータリー第2650地区
地区ローターアクト代表ノミニー 山本真菜様
「ローターアクトについて」

はじめまして。只今ご紹介に預かりました、地区ローターアクト代表ノミニーの山本真菜と申
します。所属は、奈良ローターアクトクラブ、提唱奈良Ｒ．Ｃ．です。本日は、貴重なお時間
を頂きましてありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。まず、北河原ガバナーを
始め、地区ローターアクト青少年担当委員会の皆様が、ローターアクトの地区大会や地区運営
委員会に積極的にご参加頂き、地区を代表して厚く御礼申し上げます。今回の卓話は京都西南
ローターアクトクラブの創立記念式典で北河原ガバナーとお話をさせていただいた際、ローター
アクトクラブの例会やクラブの人数など非常に関心を持っていただき、また9月は青少年月間
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ロータリー語録

「出席はレコードをつくるためにするのではない。
ロータリアンをつくるためにするのである」

（緒方 準一特別代表 P.G）



という事もあり、機会を頂戴しました。多くの方がローターアクトクラブをご存知かとは思い
ますが、その例会に参加した事がある、または活動内容を知っておられる方はほとんどいらっ
しゃらないと思います。よくお聞きするのは「青少年」と聞いた時インターアクトクラブや交
換留学生を連想される方が多いようですが、様々な活動の最も中核となるのがローターアクト
クラブになります。ローターアクトクラブは、18歳から30歳までの青年男女で構成され、お互
いを尊重し協力し合いながら活動し、能力の開発に役立つ知識や機能を高め、それぞれの地域
社会に於ける貢献をしていくというものです。最近では、インターアクトクラブの卒業生が、
ローターアクトに入会するという傾向があり会員増強に繋がっております。インターアクトク
ラブとは、高校基盤の16歳から18歳までの団体です。私の所属している奈良ローターアクトク
ラブを提唱している奈良Ｒ．Ｃ．は、奈良一条高校のインターアクトクラブを提唱しておりま
す。数年前はＲ．Ｃ．の方のお知り合いやご子息や従業員の方にお願いをして入会いただくケー
スが多かったのですが、最近はインターアクトクラブや青少年交換留学生で帰国された方の入
会や、活動を通じて知り合った地域の方の入会も増えてきており、非常に良い傾向であると思
います。今年度のローターアクトの標語は『奉仕を通じての親睦』でして、仲間と協力するこ
とで信頼関係を築く、また、活動を皆で乗り越えることで感動や経験を得るこができ、それは
知識や技能が成長するだけではなく心の成長へとつながります。そして新たな活動に取り組み
それを繰り返すことにより皆で共に成長して行こうというスローガンの基に活動を行っていま
す。具体的な活動ですが、Ｒ．Ｃ．と同じような形で軸となるのが、奉仕プロジェクトが社会
奉仕プロジェクトと国際奉仕プロジェクトになります。こちらは亀岡ローターアクトクラブが
月に1回、早朝清掃活動を行っているものです。プロジェクトといいますと大きな事を一つ行っ
て終わりと思われがちですが、継続して行うことにより地域の方と仲良くなりローターアクト
の名前を知っていただく事を目的に行っています。次に国際奉仕プロジェクトですが、これは
大和高田ローターアクトクラブがカンボジアに小学校を建築し、日本の絵本を寄贈し子供達に
教育の役に立てることとしたものです。このプロジェクトは単年度ではなく継続して行われ、
後にガバナー賞を受賞したような非常に大きな事業です。次にアクトの日という年に一度の大
きな事業があるのですが、これはアクトの語呂あわせで9月10日の一番近い日曜日に、全国ロー
ターアクトが一斉に奉仕活動をするものです。今年度は9月7日に開催されます。このアクトの
日の目的は地域の方にローターアクトの存在を知っていただくのがもっとも大きな物になりま
す。そのために献血活動や一般参加者を積極的に受け入れ、さらにそこから会員増強につなげ
ています。今年度の奈良では「大台ケ原自然観察清掃ツアー」を予定しており、一般参加者か
ら会員増強につなげて行こうと考えています。次にアクトの日と同じくらい大きな行事としま
して海外研修があります。毎年1回海外のローターアクトと現地で奉仕活動を行い、親睦を深
めます。前年度の海外研修への行き先はフィリピンでした。またその後、フィリピンのロータ
リアン、ローターアクターが日本に来られ、ホームステイ、日本の伝統工芸体験をされました。
また今年は2月にシンガポールへの渡航が決定しており、現地のローターアクターとの交流や
記念事業、さらには企業視察なども行います。日程は2泊3日で人数は毎年40名から50名程度が
参加しています。こちらは地区大会「ローターアクトの成長」で花束をもらっている写真です。
ローターアクトもＲ．Ｃ．同様、地区大会がありますが、Ｒ．Ｃ．との最大の違いはそこで30
歳になった方の卒業式を行うことです。入会当社はわけもわからず例会を開催してほしいとい
われ辞めようかと思ったけれど、ローターアクトを卒業まで続けることによって自分の世界観
が変わったとよく言われます。卒業した方は後のＲ．Ｃ．に入会される方が増えているように
思いますので、Ｒ．Ｃ．の方にもぜひ一度地区大会にいらしていただけたらと思います。1年
間を通じてローターアクトの活動はＲ．Ｃ．と同じような形で行っていますが、提唱されてい
るクラブが地区内に29クラブあり、毎年40名程度の卒業生を輩出しています。しかし、卒業と
同じ数入会されているかというと、そうでもなく会員増強に力を入れないと減少していくこと
になりますので、今、地区では卒業された人が新たな人を一人紹介する制度をとっています。
また、気軽に参加していただけるような例会や行事を行っていますので、皆様のお近くで18歳
から30歳までの方がいらっしゃれば是非ご参加いただければと思います。続きましてお手元に
「会員大募集」という資料をお配りさせていただいておりますが、1枚目2枚目はローターアク
トの基本的な事が記してあります。活動紹介の写真にもありますが、例会は奈良Ｒ．Ｃ．の事
務局がある友愛会館で第1、第3水曜日に1時間半開催しております。他には桜井市にある飛鳥
学院で児童養護施設の子供たちと触れ合うことを奈良ローターアクトクラブでは継続事業とし
て行っております。次の写真はゴルフ例会ですが、Ｒ．Ｃ．の方と交流するのにローターアク
トの初心者にゴルフを教えていただき、それをきっかけにするという例会を行いました。次の
写真は地区親睦会の写真ですが、これは奉仕より親睦をメインにしている会です。次の写真は
提唱クラブ事業参加でローターアクトクラブの活動紹介をしている写真です。年に一度、提唱
いただいている奈良Ｒ．Ｃ．に活動報告と提唱いただいているお礼を兼ねて例会に参加させて
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いただいております。次は地域イベントボランティアで、冬に行われていますなら瑠璃絵での
模擬店出店です。こちらは財務活動で模擬店での売上をクラブの運営費に充当します。次の写
真はなら燈花会にもボランティアスタッフとして参加したものです。あとは同じよう形で奈良
天平祭などにも参加しています。奈良は地域のイベントが多い都市になりますが、イベントに
かかわっているロータリアンの方からローターアクトにお声がけいただき、一度参加すればそ
の後は恒例として参加を続けております。そのことによりローターアクトの広報活動にもなり
ますし、そこで知り合った方を会員候補として例会に参加していただくことも行っております。
昨年度に奈良ローターアクトクラブの創立40周年式典が開催されました。この式典の開催によ
りクラブ全体が非常に仲良くなれたのが最も感じたことです。私もローターアクトに入って人
前で話しをする事に慣れたことや違う業種の人や社会人と学生など立場や環境の異なる人と触
れ合うことによって自己の成長につながることがローターアクトの一番の魅力だと思いますの
で、皆様のお近くにローターアクト世代の方がいらっしゃれば是非ご紹介いただければと思い
ます。以上ローターアクトの現状ついてお話をさせて頂きました。ご理解をいただき、今後更
なるご支援・ご協力をお願い致します。また、何かご不明な点がございましたら何なりと地区
の方へお尋ね下さい。ご清聴有難うございました。
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お詫びと訂正

２０１４年８月５日に発行致しました会報におきまして、誤りがありました。
正しくは以下の通りです。
３ページ１６行目
（誤）７１９年
（正）７１０年

関係各位にご迷惑お掛けしましたことを、お詫びするとともに、ここに訂正させて
いただきます。
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次週の例会 平成２６年９月１６日（火）

新入会員歓迎親睦例会

●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

例会変更のお知らせ

9 月 ■五條ロータリークラブ■
・９月１０日（水）・・・・定款第6条1節(c)により、休会。
※ビジター受付：12：00-12：30まで南都銀行五条支店にて行います。

■桜井ロータリークラブ■
・９月１７日（水）・・・・青少年奉仕活動準備のため、変更。
時間：12：45
場所：稲田美術館準備室

※ビジター受付：行いません。

ニコニコ箱 本日計 69,000円 累計 616,000円

服部 亘 様（奈良ＲＣ） 地区ローターアクト代表エレクト、山本真菜を大宮ロータリー
クラブ様の卓話におまねき頂き、ありがとうございます。本日
は皆様の貴重なお時間を頂きますが、よろしくお願いします。

緒方賢史 様（奈良ＲＣ） 本日、奈良ローターアクトクラブ山本がお世話になります。
よろしくお願いいたします。

福本良平 君 残暑お見舞申し上げます。
高辻良成 君 山本ローターアクト地区代表ノミニー、本日の卓話よろしくお願いいたしま

す。ローターアクトの魅力を存分に語ってください。
北河原公敬君 本日ガバナー公式訪問を３７クラブ終了致しました。同行いただいた皆様に

感謝申し上げます。まだまだ先は長いです。山本真菜さんようこそ
藤井正勝 君 本日の卓話 山本真菜さん 楽しみにしています ニコニコ
中奥雅巳 君 山本さん、緒方さん今日はよろしくお願いします
武藤廣茂 君 お蔭様で、元気にガバナー公式訪問、随行しております。時々、例会欠席致

しますが、お許し下さい。
北神徳明 君 ９月、市内最大級のガソリンスタンドが富雄にオープンいたします。若者の

車離れそしてガソリン高騰といった状況の中、期待半分、不安半分ですが、
なにはともあれ ニコニコです

潮田悦男 君 ８月は天気が悪くて困りました。９月は行事がたくさんつまっているので好
天を祈ります

南谷正仁 君 昨日新しく社員が入りました。責任もふえました。でも感謝です
宮西正伸 君 ニコニコ協力
矢追家麻呂君 ニコニコ協力
谷川千代則君 ニコニコ協力
倉田智史 君 ニコニコ協力
西口栄一 君 ニコニコ協力
野﨑隆男 君 ニコニコ協力
門脇伸幸 君 ニコニコ協力
森 完二 君 ニコニコ協力
荒木政信 君 ニコニコ協力
鈴木浩之 君 ニコニコ協力


