
会 長 報 告

・新大宮の駅前の案内板がリニューアルできました。駅前に行かれ
ましたら是非皆さん、見て頂きたいと思います。

・今月は職業奉仕月間です。先週も委員長から「ロータリーの友」
に職業奉仕のことが書いてあるので是非読んで頂きたいとご案内が
ございました。私も読ませて頂きましたが、RID2630服部PGが書い
ておられますが、「I serveの究極にあるもの 職業奉仕」という
ことで一読しましたが、殆ど解りませんでした。二度三度と呼んで
少しは解った積りですが、まだ理解できているか、とも思います。
職業奉仕の考え方というのはやはり「不易流行」だな、と。時代と
共に少しは変って行っている、ということが書かれております。そ
して我々の職業奉仕の活動は、職業奉仕委員会にプロジェクトを組
んで頂きまして、それに参加して活動している訳ですが、活動に関
してその職業奉仕の理念というものも考えて頂いたら良いのではな
いかと思います。それにより、真のロータリアンにより近付けるの
ではないかと思っております。是非この本も読んで頂きたいと思い
ます。

委 員 会 報 告

職業奉仕委員会：石野委員長
先週の例会で、「月刊朝礼」というのを回させて頂いたのですが、
まだテーブルに回っていないようですので、本日改めて回します。
先週の卓話の「三方善の経営」ということで是非会社の中で朝礼を
されている会社がございましたら、「三方善の経営」のお話を社員
の方にされる参考になるかと思いますので、ご利用の方は、私か事
務局にお申し出頂ければ無料で一年間私のほうから提供しますので、
ご希望の方、よろしくお願い致します。

雑誌・広報委員会：楠下委員長
地区の雑誌・広報委員会ですが、あまりクラブの雑誌・広報委員長
が招集されることはないらしいですが今年に限ってありまして、10
月4日に私と、お願いしまして中奥さんにご一緒に行ってまいりま
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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14回 10月14日
通算1713回

◎会員数 ７８名
◎出席規定免除者数

２＋２５名
◎出席義務者数 ５１名
◎欠席者 ８名
◎出席者 ６３名
◎出席率 ８８．７３％

第12回 9月30日
通算1711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 １３名
◎補填者 ５＋１１名
◎出席者 ６８名
◎出席率 ９７．１４％

例会プログラム

第15回10月21日

通算1714回

１．開会の点鐘

２．ソング「もみじ」

３．お客様の紹介

４．会務報告

５．米山奨学生卓話

石 薇 様

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」



した。何かというとこの2650地区でミシュランガイドのようなものを作るという事でございま
す。それが一つ。もう一つは、地区のホームページにそれぞれのクラブのホームページを入力
してくれ、ということが議題でした。それを受けまして本日例会終了後、雑誌・広報委員会を
開きますので、森山さんと楠原さん、そして会報・ＩＴ委員長の辻本さん、クラブ広報常任委
員長の小西さん、よろしくお願い致します。

親睦活動委員会：中奥委員長
・年末家族親睦例会の日程が決まりました。先週の理事会で決まりましたが、ご連絡できずす
みませんでした。12月7日（日）奈良パークホテルでお昼11：00から開催致します。内容につ
きましては、梅谷会員が若い頃からされている落語をご披露頂き、行ないたいと考えておりま
す。本日回覧を回しますので、どうぞ皆様ご参加頂きますようお願い致します。
・第2回親睦ゴルフコンペの案内です。11月15日（土）ＫＯＭＡカントリー倶楽部で、9時24分
スタートで開催したいと考えております。平日になかなか行けない、という会員の皆さまも是
非、土曜日休日の方、是非ご参加頂きたいと考えております。今回は懇親会を西大寺ファミリー
の中の「桃谷楼」にて開催します。こちらも御参加どうぞよろしくお願い致します。

ワイン同好会：植村会長
本日例会終了後、第一回開催致します。先ほど菊の間の準備を見て参りましたら、とても良い
セッティングがなされていましたので、どうぞご参加の皆様お楽しみにして下さい。それと若
干の欠席者がございますので、実は欠席にしていただけれども今日都合つくから行くで、とい
う方も大歓迎ですので、是非ともお申し出ください。それでは宜しくお願い致します。

幹 事 報 告

先週の例会で県下のロータリー名簿を作ることが決まりました、と会長からご報告頂きました。
データを送らなければいけませんので、この後状差しに皆様の名簿に載せるデータを入れます。
二つお願いします。先ず一つは、間違っている所がありましたら、訂正をお願いします。二点
目は名簿を作るという話の時も色々意見があったんですが、個人情報との話もあります。名簿
が有った方が便利じゃないか、ということで作ることになりましたが、個人的には自宅の電話
ですとか、自宅住所携帯電話など、それぞれ個人のお考えもあると思いますので、これを全部
載せるということではありません。名簿に載せないでくれ、という項目がありましたら、棒で
消して頂くように、これは掲載して欲しくないという事で斜線を引いて頂きました、それは名
簿に載せないように致します。お手数ですが、処理を宜しくお願い致します。修正できれば、
事務局に渡して下さい。できれば今月中に渡して頂ければ、と思います。ご協力宜しくお願い
致します。

新 入 会 員 卓 話

山口 尚紀 会員
皆様こんばんは。今年の5月に入会させていただきました山口尚
紀と申します。どうぞよろしくお願いします。また、本日このよ
うな機会を頂戴しましたことに心より感謝申し上げます。まずは
自己紹介をさせていただきたいと思います。私は昭和47年4月24
日、奈良市で長男として生まれ、今年で42歳です。両親と妹が一
人の家庭で育ちました。幼稚園から高校まで奈良から出ることな
く育ち、小学生のときは書道、水泳、ピアノなどを習っていまし
た。小学3年生からは少年野球も始めました。小学生のときは勉
強も好きで学習塾にも通っていました。当時私の通っていた塾は
かなり厳しい塾でして、小学5年生のときに野球を取るか勉強を取るかの選択を先生に迫られ、
野球を選択したところ塾の先生の怒りを買い、以来すっかり勉強が嫌いになりました。それ以
来野球一筋のつもりで頑張って来ました。中学3年の時にはキャプテンとして県大会に出場し
たことも良い思い出となっています。そんな大好きな野球も中学3年で肘を壊したこともあり
あきらめざるを得ませんでした。高校は塾での一件以来勉強が嫌いなこともあり普通科ではな
く工業高校の建築科を選択しました。即社会に役立つ物として専門分野を勉強しました。高校
卒業後は地元の建築会社に就職し、主に現場監督として働いていました。父が会社を経営して
いたのですが、当時それを継ぐ気も無く就職したのですが父と話し、会社を継ぐことを決め25
歳のときに実家に戻りました。同時に結婚し家庭を持ち、これで一人前の社会人であると思い
頑張っていました。しかし3年半後の29歳のときに離婚し、新しい人生の再出発をすることと
なりました。私自身多くの方に祝っていただき、両親や相手のご両親にも申し訳ない気持ちで
心に深い傷を負い落ち込んでおりました。しかしこれではいけないと思いその時誘われていた
奈良商工会議所青年部に入会しました。ここで私も少しは成長できたかと思います。 初はあ
まり乗り気ではなかったのですが、同じ立場の同世代の人たちと活動や勉強を続けるうち楽し
くなり 終的には会長職を仰せつかり素晴らしい経験をさせてもらいました。商工会議所青年
部はまだ現役で活動しており今年から、日本の組織に出向しており、頑張っています。そして
この奈良大宮Ｒ．Ｃ．にも様々なご縁があり入会させていただきました。 初お声がけ頂いた
のは有井さんなのですが、仕事でもいろいろお世話になり大変尊敬している方であります。元々
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このクラブは意識の高い、また由緒あるクラブだと思っておりましたし、そんな方々と活動を
共にすることは嬉しく思っておりました、反面私のような者が通用するのか不安でした。しか
し、無事入会させていただき心から感謝しております。事業所は若葉建設株式会社で総合建設
業を営んでおります。建築からリフォーム、土木工事などを行っております。私自身は平成20
年に代替わりしました。このクラブに入らせていただき、素晴らしい諸先輩方や素晴らしい経
営者の方がいらっしゃいますので、しっかり見習って私自身しっかりした人間になりたいと思
います。 後に素晴らしいご縁で入会させていただいたこのクラブです、まだまだ未熟な私で
はございますが、このクラブに似合う人間になるべく様々な活動を精一杯頑張って行きたいと
思いますので、皆様の暖かいご指導ご鞭撻をお願い申し上げまして終らせていただきます。本
日は誠にありがとうございました。

南谷 正仁 会員
皆さんこんにちは。8月に、この奈良大宮ロータリークラブに入
会させていただいた南谷正仁と申します。よろしくお願いいたし
ます。天理市で「税理士法人あおば」という会計事務所をやって
おり、職業分類は税理士でございます。自己紹介をさせていただ
きますと、生まれも育ちも現在も、生駒市の上町というところで
す。今は新興住宅地になっておりまして、家から徒歩3分のとこ
ろに白庭台という駅もできました。このクラブの谷川さんもお近
くで、今朝も散歩しておられる谷川さんにお会いしました。1963
年、兼業農家の長男として生まれ、今年の11月3日で51歳になり
ます。現在は、妻一人と子供3人、母親と犬2匹で生活しております。上の二人の子供はすでに
就職をしており、高校3年生の末子があと4年で一段落つけるかなという状況です。妻とは、平
成元年に結婚をしまして、今年の11月3日で25年の銀婚式を迎えることになります｡税理士とい
う職業柄、家にいることが非常に少なく、子供の教育についてもほとんど妻任せの状態であり
ました。でも3人の子供が素直に成長してくれたことは、本当に妻のおかげだと感謝しており
ます。誕生日と結婚記念日が同じ日になっているのは、もともと物忘れの激しい人間ですので
同じ日にしたら忘れないだろうという妻の考えです。私が税理士という職業を選んだ理由は、
子供の時、会計事務所に勤めている人から「税理士はいいよ。先生と呼ばれ、毎年お中元・お
歳暮が届くよ｣と聞いた事です。私は人見知りが激しく営業には向いていないうえ、体力にも
自信がありませでしたので、まさに神のお告げのように感じました。税理士になるために、大
学に行かず、専門学校を選択したのはよかったのですが、こんないい加減な選択でしたから、
資格が取れたのは31歳になってからで、高校卒業後13年かかりました。ようやく、税理士になっ
てまだ20年しか経ちません。趣味は、ゴルフと山歩きです。ゴルフは妻が結婚の荷物と一緒に
ゴルフセットを持ってきた事をきっかけに始めました。やり始めのころは毎週日曜日に練習し
ましたが、 近は練習もあまりせず体力の衰えと戦っております。その体力づくりのために始
めたのが、山歩きです。月に一回、近くの山に登っています。主に金剛山、葛城山、六甲山、
御在所岳あたりです。先日も、上高地から涸沢まで行ってまいりました。残念ながら紅葉は、
例年より一週間から10日早く、すでに散ってしまっておりましたが、お天気は 高で気持ち良
く汗を流すことができました。このクラブに入って「富士山に上ってこられた」などとお聞き
していて、私も仲間に入れていただきたいなと思っておりましたが、先週解散されたとお聞き
し、非常に残念に思っております。仕事の面におきましては、「あおばの周りをたくさんの笑
顔で満たしたい」という経営理念のもと、毎月第2木曜日にセミナーを開催しております。税
務は当然のことながら、労務や法務、経営に関することまでいろいろな角度からお話をさせて
いただいており、今月も57回目を終えたところです。何の特徴も取り柄もない私ですが、ここ
まで歩めてきたのも人様とのご縁があってのことと感謝しております。今回このロータリーク
ラブに入会させていただくことになったのも良いご縁があるからだと思っております。まだま
だ右も左もわからない状態ですが、一日も早くロータリアンになれるよう努力いたしますので、
ご指導賜りますようお願い申し上げます。

岡 中 会員
皆さんこんばんは。新会員の岡中と申しますどうぞよろしくお願
いします。本日は貴重な卓話の時間を頂きましてありがとうござ
います。私はここ奈良ホテルの総支配人をしており、日ごろは皆
様ご利用いただき誠にありがとうございます。生まれは昭和34年
10月7日でちょうど伊勢湾台風の頃です。先日55歳になりました。
生まれは大阪の我孫子で、そこで22歳まで育ちました。子供の頃
は運動が好きで、近くのジャングルジムの頂上からコンクリート
に落下し頭を打ったのですが、特に異常も無く済んだ事を覚えて
おります。大学卒業後は近畿日本鉄道に就職しました。就職後2ヶ
月ほどは御所や藤井寺の駅で勤務しましたが、その年の6月に辞
令を受け、その後約2年間京都都ホテルの勤務となりました。さらにその後は約20年間東京に
転勤し東京暮らしとなりました。東京では二つのホテルに勤めたのですが、一つ目は三田都ホ
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テルで約16年勤めました。40歳のときにホテルの総支配人になり1年間がんばりました。総支
配人は一国一城の主であり様々な判断を求められます。客室稼働率の目標90％に対し93％、全
ての月においても稼働率90％以上を達成し、品川エリアのホテルでは稼働率1位を獲る事もで
きました。しかし、喜びも束の間、売上ばかりを追い利益が伴わなかった事もあり三田都ホテ
ルは翌年閉店となりました。その時の勉強したことは売上のみでなく収益の確保も必要である
ということです。その後は都ホテル東京の副総支配人としてアメリカ人の総支配人の下で勤務
し、日本人との感覚の違いに驚きました。その総支配人は2年間で部下を4～5人変えるほど好
き嫌いが激しく私はいつまで持つかと心配したのですが何とか3年持ちました。その間 も印
象的であったのは当時副総支配人兼営業部長であったのですが、突然呼び出され営業部員10名
中9名を新人と入れ替えるので新人の指導をするように言われたことです。新人9名はホテルも
営業も知らない、ただ日本語と英語の2ヶ国語を話せるだけ人間でした。何とか指導をしてい
たのですが、1年後には契約社員であった9名のうち5名の契約を切るので、その言い渡しの役
を仰せつかりました。そのときは一名ずつ呼び出し、本日で契約は終了であり更新は行わない
事、さらに10分以内に荷物をまとめて退社することを伝えるよう求められました。これはあま
り時間を与えると情報を盗まれる可能性があるというアメリカ式の考えによるものです。さら
にアメリカではその言い渡し時、暴力を振るわれることもあるのでガードマンを同席させるこ
ともあるが気をつけるようにと言われました。やむを得ず5名に対しその旨告げたのですが、
そこは日本人ですので、予想に反して皆素直に聞き入れてくれました。そして今から約10年前
に大阪に戻り現在奈良ホテルに勤務しています。奈良県は大変素晴らしいところでして、先日
発表された地域ブランド調査2014によりますと都道府県の魅力ランキングでは6位となってお
ります。奈良には素晴らしい自然や世界遺産があり、そんな奈良で働けるのは非常に光栄であ
ると思っています。またロータリアンになれたのも良い勉強の機会であると思っています。引
き続き今後ともご指導ご鞭撻賜りたいと思います。ご清聴ありがとうございました。
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ニコニコ箱 本日計 41,000円 累計 822,000円

高辻良成 君 山口さん、南谷さん、岡さん 卓話ご苦労さまです。1人10分では物足りない
ですよねぇ

谷川千代則君 新入会員の皆様の卓話楽しみにしています
山口尚紀 君 本日、卓話緊張しておりますが、宜しくお願い致します
南谷正仁 君 つまらない話ですが、お付き合いください
岡 中 君 本日、卓話の機会を与えていただきありがとうございます。お聞き苦しい点

多々ありますが、よろしくお願いします
矢追家麻呂君 先週米山奨学会寄付金をお願いしたところ、早速12名の方のご協力をいただ

き有難うございました。10月は米山月間ですので引き続きご協力をお願いし
ます。

植村将史 君 本日ワイン同好会第一回ワイン会を開催致します。御参加下さいます皆様宜
しくお願い致します

植倉一正 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
森 完二 君 ニコニコ協力
森山斗福 君 ニコニコ協力
弓場裕史 君 ニコニコ協力

例会変更のお知らせ

10 月 ■奈良西ロータリークラブ■
・１０月３０日（木）・・・・ガバナー訪問お疲れ様会の為、

会場移動。
※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。

次週の例会 平成２６年１０月２８日（火）

卓話 南都銀行ホッケー部 真鍋敬子 様
演題 「私とオリンピック」

●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


