
本 日 の お 客 様

・森 茂 様（奈良ＲＣ）

会 長 報 告

・ＲＩより2013-14年度Polio撲滅に関するキャンペーンの支援に対
する感謝状が届いております。後程回覧致します。
・今日、松岡弘樹会員が退院されご自宅に戻られましたので、お見
舞に行ってまいりました。大変お元気で早ければ来年初めからでも
出席出来るのではないか、ということでした。
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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19回 11月18日
通算1718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 １３名
◎出席者 ５６名
◎出席率 ８１．１６％

第17回 11月4日
通算1716回の修正

◎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 １１名
◎補填者 ３＋８名
◎出席者 ６９名
◎出席率 ９５．８３％

例会プログラム

第20回11月25日

通算1719回

１．開会の点鐘

２．ソング

「我らの生業」

３．お客様の紹介

４．会務報告

５．卓話

航空自衛隊幹部候補生学校
校長 大浦弘容様

「我が国周辺の情勢と今後

の防衛力整備について」

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」



委 員 会 報 告

職業奉仕委員会：石野委員長
今日皆さん方の状差しに職業奉仕講演会のご案内のチラシを入れさせて頂いております。地区
主催の講演会でございますので、当クラブからはガバナーが出ておられますので、出来るだけ
たくさん参加頂きます様にお願い致します。
講師として国際ロータリー直前理事の松宮剛氏に来て頂きます。「私の考える職業奉仕」とい
うテーマでお話を頂きます。1月25日きらっ都プラザ 京都産業会館8階で行われます。前回の
地区職業奉仕の講演会には北河原さんが講演され、当クラブからも30名程出席されたようです
が、今回はガバナー年度でございますので、出来るだけ協力頂きますようお願い致します。本
日回覧致しますので、出欠をご記入頂きますようお願い致します。
入会3年以内の方は、今回の講演会は出席義務となっておりますので、出来るだけ参加頂きま
すようお願い致します。

雑誌・広報委員会：楠下委員長
先月に一度お話させて頂きました地区のRotary Diningという、「食」に関する職業分類の方
を地区のメンバーに紹介するという意味で、皆さんのお手元に（資料が）入っているかと思い
ますが、その締切が12月中旬ということになっております。職業分類で、旅館・ホテル・料理
店・レストラン・酒類製造、販売・お菓子・おつけもの・おつかいもの・調味料等、そういっ
た職業分類の方が対象になってくるかと思います。それらの方の地区全員の方に配布するよう
なものを作るようですので、宜しくご協力の程お願いしたいと思います。１ページにつき25,0
00円ということで出費する訳ですが、それはまた東日本大震災の関係に寄付すると言う事です。
よろしくお願い致します。

会報・ＩＴ委員会：辻本委員長
本日の会報にも掲載させて頂いておりますが、11月11日に発行致しました会報に於きまして、
お客様で来られておりました古森淳一様のお名前が間違っていたことが判明致しました。ここ
にお詫び申し上げ、関係者の方々にご迷惑をお掛けしました事をお詫び申し上げます。

親睦活動委員会：河野委員
・11月12日に行われました奈良県下親睦ゴルフコンペの発表をさせて頂きます。クラブ競技の
方ですが、優勝は五條ロータリークラブさんでした。我が奈良大宮ロータリークラブは8位と
いう結果になりました。ジュニアの方で先ほどご紹介頂きました通り、私が優勝させて頂きま
した。中奥さんがベスグロに輝いております。
・11月15日に第二回親睦ゴルフコンペを開催させて頂きました。順位は、3位が小林さん、2位
が市田さん、そして優勝は私がさせて頂きました。
以上です。有難うございました。
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御 結 婚 御 祝

・山口 尚紀 君（御本人）
山口会員より一言「いきなりお祝いして頂けるという
ことで緊張しております。先日の卓話では、バツイチ
になっているという話の中で、本当はこの話もしなけ
ればいけなかったのかなと思っておりますが、なにぶ
ん二回目でございまして、恐縮する事でございます。
ましてやこの由緒あるロータリークラブの中で、こう
いうことをして頂けることは大変嬉しく思います。今
度は離婚しないように、と思いますので、皆様方のご
教授、どうぞよろしくお願い致します。本日は有り難
うございました」

・德矢和士郎 君（御子息）



卓 話

山の辺の道「奈良道」を守る会 副会長・事務局長 藤本忠彦様
「山の辺の道の魅力」

皆さんこんばんは。平素は皆様、社会貢献のためご尽力いただいておりますことをこの席をお
借りまして敬意を表させていただきます。早速、山の辺の道の魅力と言うことでお話ししたい
のですが、実は最近は古道といわれる所を歩かれる方が非常に増えてきております。奈良県で
も古道と称する所、葛城古道、伊勢本街道、山の辺の道、歴史の道などいろいろな所がござい
ますが、山の辺の道はわが国でも一番古い道であると言われております。一説には1700年程昔
から通じていたとも言われております。実はその山の辺の道は三輪の海柘榴市から北へ石上神
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１ １月お誕生日・結婚記念日

★お誕生日★
３日 南谷正仁 君
５日 中嶌 大 君

１３日 矢追家麻呂君
１８日 松岡嘉平治君
１８日 佐川 肇 君
２４日 中井一男 君

★結婚記念日★
２日 梅谷裕規 君
３日 小川祥夫 君
３日 南谷正仁 君
４日 倉田智史 君
６日 成田 積 君
８日 門脇伸幸 君

１０日 辻本和弘 君
１１日 水野憲治 君
１３日 山本尚永 君
２３日 中奥雅巳 君
２４日 中井一男 君



宮そして奈良へ通じておりさらに山城などにつながっていたと言われております。我々はその
うちの奈良市区間約10ｋｍを担当させていただいております。北は新薬師寺の北から始まり南
に向かって鏡神社、白毫寺、鹿野園、平尾池、旧陸軍の射撃演習場、藤原の旧村、崇道天皇八
島陵、圓照寺、時計台、弘仁寺を通り南の天理市にバトンタッチしております。最近は多くの
方が歩かれており、その方々に目的をお聞きすると「健康のため」といわれます。体の健康だ
けでしたら三条通を歩いても同じですが、山の辺の道を歩かれる方は心の健康を重視しておら
れるように思います。山の辺の道の様な古道は心を癒してくれます。祈りの道などとも言われ
ますが神社仏閣などが多く、また古墳もあります。そして里山を巡っておりますので心が洗わ
れるようだと言われます。今、世の中は非常にギスギスしておりますが、心を癒すために歩い
ておられるのではないかと思っております。
これから3年前に行われた写真コンクールの優秀作品をご覧頂きます。
ここに出てこなかった物をご紹介しておきますと、大和棟の民家、棚田の風景、西には生駒、
葛城、金剛、東に笠置山系が続いております。こういった景色を日本武尊は「倭は国のまほろ
ば たたなずく青垣 山籠れる倭し麗し」と歌に詠まれました。じつはこの歌は倭で詠まれた
ものではなく景行天皇の命による東征の帰路、三重県の能煩野で自らの命を悟り詠まれた物で
す。まほろばとは非常に優れた所という意味です。
余談になりますが、1000万年ほど昔、大和盆地は湖だったそうです。その湖のときの湖岸がい
まの山の辺の道で、現在ではほぼ標高110ｍの所を通っております。その証拠としましては、
このあたりの農地から貝の化石が出土します。このことでこの辺りがかつて湖であったことが
立証できるかと思います。山の辺の道以外に古道に良く似た物として、歴史の道があり、これ
は五聖地である、鹿野園、誓多林、大慈山、忍辱山、菩提山を巡るコースになります。実はイ
ンドにも同じところがあるらしく五聖地の鹿野園、誓多林、大慈山、忍辱山、菩提山などもイ
ンドにある地名を持ってきているようであります。山の辺の道は古くからあったと言われてお
りますが、そんな昔には文献も地図もありませんので、正確な場所の特定はできません。また、
高名な先生方にお聞きしましてもおっしゃることは皆異なります。そこで、昭和49年に当時の
環境庁が設定した東海自然歩道に準拠した形にすべく地元自治会と相談の上、決定しました。
といいますのも、山の辺の道に来られる方は心に癒しを求めておられます。自動車の往来の激
しい道を歩いて癒しが得られることはないでしょう。つまり、多くの方のイメージする里山の
道として選定を行いました。つまり東海自然歩道との相違点は交通量の激しい道路の一部がよ
り山手のほうになっていることです。しかし、環境省も時代に合わせて見直しが必要であると
認識していただいているようですので、おそらく東海自然歩道も変わってくるのではないかと
思っています。我々といたしましてもこの山の辺の道をできるだけ多くの方に歩いていただき
倭の琴線に触れていただくことができれば幸いかと思っております。私はルート上の住民の方々
に、四国八十八箇所巡りの様に来られる方に何かを差し上げるということまではしていただか
なくても結構ですが、おもてなしの心を持って接していただくようお願いしております。それ
と大変嬉しいことですが、奈良市が財政的に非常に厳しい中、中間に当たる藤原町に観光用ト
イレを設置してくださいました。また、県の方でも山の辺の道の振興策を考えていただいてい
るようで、関係者が一生懸命になっていただいているのはありがたいと思います。「近き者説
び、遠き者来る」といわれますように地元民も良いところに住んでいることをよろこび、また、
訪れる方にも倭の琴線に触れていただければ非常に良いと思っています。今日は折角の機会に
拙い話しかできませんでしたが、機会がございましたら一人でも多くの方にお越しいただけれ
ばと思います。ご清聴ありがとうございました。
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（2014～2015）奈良大宮ロータリークラブ第２回親睦ゴルフコンペ

平成２６年１１月１５日（土）
場所 ＫＯＭＡカントリークラブ

参加者
福本 良平、金星 昇、小西 敏文、中條 章夫、潮田 悦男、冨川 悟、井上 正行、渡辺 英孝、小林 一士、

計良 隆司、増井 義久、谷川 千代則、西口 栄一、髙野 治、市田 富久夫、中奥 雅巳、河野 里志

優勝：河野 里志

準優勝：市田 富久夫 ３位：小林 一士
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ニコニコ箱 本日計 45,000円 累計 1,074,000円

松岡嘉平治君 95回の誕生日を元気で過すことができました。ますます元気でいこうと思っ
ております。

矢追家麻呂君 誕生日のお祝い有難うございます。
山本尚永 君 結婚記念日のお花ありがとうございます。
高木伸夫 君 長らくの無沙汰お許し下さいませ。何時の間にか晩秋となりました。ご自愛

下さいませ。
中奥雅巳 君 県下ゴルフコンペ、親睦ゴルフコンペ、ご参加いただいたみなさまありがと

うございました。
中條章夫 君 大宮ゴルフコンペにおいて多くの人に負けました。次回はかならず勝つぞ～
河野里志 君 先日行われました県下親睦ゴルフコンペと大宮ＲＣ親睦ゴルフコンペと両方

で優勝する事が出来ました。ラッキーな一週間でした。ニコニコ
南谷正仁 君 嫁から記念品をせがまれて大変です。ピンチ
武中洋勝 君 髙野さん、先日はナラ枯れ対策ご教示有難うございました。今後とも宜敷く

お願い致します。
高辻良成 君 ニコニコ協力
多田 実 君 ニコニコに協力
西口栄一 君 ニコニコ協力
荒木政信 君 ニコニコ協力
森 完二 君 ニコニコ協力
鈴木 譲 君 ニコニコ協力

例会変更のお知らせ

12 月 ■京都山城ロータリークラブ■
・１２月１０日（水）・・・・親睦家族忘年例会の為、変更。
日時：１２月１３日（土）17：30～
場所：Le BENKEI

※ビジター受付：12：00～12：30までけいはんなホール1Fにて
行います。

・１２月２４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。
・１２月３１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。

1 月 ■京都山城ロータリークラブ■
・１月７日（水）・・・・新年例会の為、変更。
場所：岡田国神社

※ビジター受付：12：00～12：30までけいはんなホール1Fにて
行います。

次週の例会 平成２６年１２月２日（火）

卓話 株式会社キャリア・フォース 代表取締役 平山智一様
演題 「働きがいのある職場作り」

●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


