
本 日 の お 客 様 （体 験 例 会）

・北谷源彦 様
・久保龍也 様
・服部久和 様
・吉村真教 様

会 長 報 告

本日体験例会でお越しになりました四名の皆様、どうぞ例会を楽し
んで頂きたいと思います。そして、近い内に入会して頂きます様に、
宜しくお願い致します。
・ＲＩから「ロータリーの行動規範」の改訂について、皆さんの状
差しに書類が入っているかと思いますが、ロータリーの行動規範が
変りました。以前は行動規範が5つ有りましたが、その最後の5番が
抜けて4番までの2014年10月のＲＩ理事会に於いて改訂されたとい
うことです。ロータリーの行動規範が4つに纏まったということで、
ご諒解頂きたいと思います。
・今月は、ＲＩの識字率向上月間です。先週原田さんに、タイの教
育に協力するという国際奉仕のことでお話を頂きました。識字率の
向上ということで、皆さんもご存知かと思いますが、「識字率」に
ついてネットで検索して参りましたので、ご報告させて頂きます。
「識字率は、国際連合が発行する教育指数を算出するための一つの
要素である。尚、教育は幸福の主要な構成要素であり、経済発展や
quality of life（＝生活の質）の指標として用いられ、その国が
先進国であるか、開発途上国であるかを判断するうえで重要な要素
である」ということになっております。
そして2011年10月現在のデータですが、世界では7,500万人の子供
達が学校に通えず、7億7,600万人の成人が読み書き出来ないと言わ
れています。そして成人の5人に1人が読み書き出来なくて、その三
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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33回 3月10日
通算1732回

◎会員数 ７９名
◎出席規定免除者数

１＋２５名
◎出席義務者数 ５３名
◎欠席者 １６名
◎出席者 ５７名
◎出席率 ７８．０８％

第31回 2月24日
通算1730回の修正

◎会員数 ７９名
◎出席規定免除者数

２＋２５名
◎出席義務者数 ５２名
◎欠席者 １５名
◎補填者 １０名
◎出席者 ６８名
◎出席率 ９３．１５％

例会プログラム

第34回3月24日

通算1733回

１．開会の点鐘

２．ソング

「みかんの花咲く丘」

３．お客様の紹介

４．会務報告

５．会員卓話

南谷正仁 会員

「相続税法の改正とその対応」

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」



分の二は女性であると言われています。どんな国が識字率が高く、どんな国が低いかと言いま
すと、やはりアフリカが50％を切っておりまして、多くの国が低い状況にあります。アジアに
於きましても、アフガニスタンは28％と極端に低く、それ以外は50％を超えていますが、イン
ドでさえ66％ということです。ただ、先進国と言われている所は全て90％を超えていまして、
特に東ヨーロッパや西アジアはかなり高い数値で、99％を示しております。一番識字率の高い
国がキューバで99.9％、あとはエストニア、ラトビア、ベラルーシ、グルジア、リトアニア等
の東ヨーロッパ、或いはウクライナなどが高い状況です。因みに日本は23番目で99.0％という
ことになっております。これはアメリカやフランス、ドイツはみんな同じ数字でございます。
先週の卓話でお話頂きましたタイ王国は94.1％という識字率のようです

委 員 会 報 告

RID2650青少年担当：増井幹事
地区大会の時の青少年フォーラム及び青少年交流会の担当の皆様にご連絡申し上げます。本例
会終了後10-15分で終りますので、集まって頂きまして打ち合わせをしたいと思いますので、
よろしくお願い致します。

幹 事 報 告

・次週は休会となっております。例会はお休みです。次々週お越し下さい。また、奈良ホテル
の工事も完了するようです。例会場はいつもと同じ所になります。
・次週例会は休会ですが、鈴木譲会員に太宰府ＲＣへ交換卓話に行って頂きます。あと会長、
幹事、副会長、北神姉妹・友好担当委員長、麹谷姉妹・友好担当副委員長、谷川さんの6名が
応援で一緒に行く予定にしております。
・一カ月後に地区大会を控えております。状差しに入れておりますが、皆様の内助の功をお願
いしたいと思っております。奥様に少しお手伝いを、ということでお願い文書を入れておりま
す。次々週次回の例会の時に出欠の確認を取りますので、忘れずにお持ち帰り頂いて、忘れず
に奥様にお願いをして下さい。よろしくお願い致します。
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ロータリーリーダーシップ研究会（ＲＬＩ）卒後コース修了証 授与

●弓場裕史 君



卓 話

紫州流日本明吟会総本部 副会長 藤本 紫滔 様
「詩吟と共に」

こんばんは。ご紹介で非常に活発な女傑と言われたのですが、大和撫子の大人しい女性ですの
で、よろしくお願いします。はじめは娘時代に始めたお茶やお花が大好きでしたが、師を亡く
し次の師匠を得られない時に詩吟をはじめ40年になります。年の事は隠しておこうと思ったの
ですが、早々に言われてしまい、居直ってお話をさせていただこうと思っています。この中で
80歳以上の方はいらっしゃるでしょうか？私も決して老けては見られないのですが、今までの
イメージと違い皆さん非常に若い方が多いように感じます。今日、非常に気分が良いのは皆さ
ん男性ばかりの中で紅一点であると事で、華やいだ気持ちになっています。詩吟の良さですが、
はじめはこんな簡単なものすぐにできると思い、言葉だけの音楽性なしでやっていたのですが、
そのうち非常に難しい物に突き当たりました。何度も辞めようと思った”吟”の道ですが、そ
の道で努力を続けていればご褒美がもらえます。競吟でよい成績をもらったり、先生にほめら
れたりといった褒美をもらって今まで続けてこられました。そして私生活の中でも、人並みの
主婦もやりましたが、主人から「好きな事をやるならお前の甲斐性でやれ」と言われ、お茶や
お花を教えていました。その生徒さんの結婚式に呼ばれた時に何も芸のない先生では恥ずかし
いと思い詩吟をはじめましたのがきっかけです。詩吟は大きな声を出し、ストレス解消になる
ので続けています。辞めようと思った事もありましたがご縁もあり今に至ります。その中でい
ろいろな方に出会いましたし、今日のＲ．Ｃ．との出会いも詩吟を長い間続けてきたからだと
思います。そんな中でどのような話をしようか迷ったのですが、詩吟を覚えていただければと
思います。詩吟の良さはまず健康に良い事です。次に大きな声を出す事で大概の悩み事は吹っ
飛びます。先ほどから会議をお聞きしていたのですが、皆さん声が小さいように思います。話
すのにもう少し大きな声で話していただけたらと思います。大きな声で話をすれば嫌でも耳に
入ってきますので、自分の意思を十分に伝える事ができます。また別に良い事として、私は長
男を急に亡くし非常に悲しんだ時でも、詩吟の行事がいろいろあったお陰で家に閉じこもって
いられませんでした。そして皆さんの前で詩吟をやっている間に悲しみが他の方より短期間で
癒されたように思います。また、詩吟を通じてさまざまな方のお話を聞き多くの勉強ができ、
それを通じて普通の主婦には無い人間的な大きさや幅の広さが得られたと思います。詩吟に限
らず趣味を持つとはそういう事かとは思いますが、私は詩吟を選んで非常に良かったと思って
います。ですので、今日、詩吟に興味をもたれた方は、周りに詩吟をされている方がいらっしゃ
ると思いますので、場所や流派は関係なく始めていただければうれしく思います。詩吟の良さ
は尋ねていただければいくらでもお話はしますが、まずは興味を持っていただきたいと思いま
す。私は詩吟のお陰で非常に健康で、ゴルフも続けています。吟界では毎年秋に松茸を賞品に
したゴルフ大会があるのですが松茸は必ず持って帰ります。そんな歳に負けない活力を与えて
くれるのが詩吟だと思っています。お手元にあるのは私の好きな詩の「花を惜しむ」で、その
裏にあるのはお祝い事すべてに使える「宝船」です。まずは詩吟を聴いていただきたいと思い
ます。昔私が詩吟を始めたころは先生からの口伝で伴奏などは無かったのですが、このごろは
若い人を詩吟に引き入れるために音楽や伴奏を使っています。そのため、より難しくなり、ずっ
と勉強が必要です。言葉だけではなく音感なども含めて詩吟を感じていただきたいと思います。
－詩吟－
今晩は非常に良いご縁をいただき本当にありがとうございました。拙い話で何を話したかも覚
えていませんが詩吟の良さを皆さんにわかっていただければ非常にうれしく思います。本当に
ありがとうございました。
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例会変更のお知らせ

3 月 ■あすかロータリークラブ■
・３月２６日（木）・・・奈良東ＲＣとの合同夜間例会の為、

日時・場所変更。
日時 3月25日（水）18：00より
場所 ホテル日航奈良

※ビジター受付：3月26日（木）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。

4 月 ■橿原ロータリークラブ■
・４月２４日（金）・・・春の親睦家族会の為、時間・場所変更。
時間 11：30開会
場所 滋賀県長浜方面

※ビジター受付は行いません。

5 月 ■橿原ロータリークラブ■
・５月１日（金）・・・定款第6条第1節（C）により、休会。
※ビジター受付は行いません。

次週の例会 平成２７年３月３１日（火）

卓話 産経新聞社 奈良支局長 田中 伸治 様

演題 「会社をつぶす記者会見」

●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

ニコニコ箱 本日計 61,000円 累計 2,154,600円

高辻良成 君 本日、体験例会でお越しの4名様。お忙しい時期にありがとうございます。
是非また、例会場でロータリアンとしてお会いできますように。

市田富久夫君 吉村様、久保様、服部様、北谷様、本日は例会体験にご参加いただきありがと
うございます。何時の日かロータリアンになられる日には、奈良大宮にご入会
されること、切に希望いたします。

植村将史 君 本日例会見学に来ていただきました四名の皆様ありがとうございます。ごゆる
りとおくつろぎ下さい。

森下泰行 君 藤本先生、本日の卓話よろしくお願いいたします。
武藤廣茂 君 先日は、突然の発病でご心配、ご迷惑をお掛け致しました。又入院中には、た

くさんの励ましやご厚志を頂きありがとうございました。お蔭様で、昨日退院
致しました。本当にありがとうございました。

多田 実 君 武藤さん復帰おめでとうございます。
増井義久 君 武藤さんお帰りなさい。無理せずに頑張って下さい。3月28日（土）、29（日）

奈良公園浮雲園地におきまして「うまし食彩博」をさせていただきます。
「前売りチケット有ります」

北神徳明 君 人との約束の日時すら忘れがちなわたくし。クラブよりお花を送っていただく
ことにより結婚記念日を思い出すわたくしでございます。大変感謝しておりま
す。

土谷宗一 君 一浪中の孫が志望の大学に合格しました。ヤッターエライーバンザイ ヤレヤ
レ

鈴木 譲 君 息子がなんとか第一志望の大学に合格してくれました。ホッとしています。
高辻良成 君 鈴木譲さん、おめでとうございます！
平方貴之 君 連続欠席申し訳ございません。
渡辺英孝 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
野末勝宏 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


