
本 日 の お 客 様

・小泉 勇 様（東京恵比寿ＲＣ）

会 長 挨 拶

いよいよ梅雨の季節となってまいりました。ジメジメとした雨が続
くと思いますけれども、できるだけみなさんお体を大事にして、例
会に出席していただくようお願いいたします。
私事で誠に恐縮ですが、今月６月２５日にうちの神社で誕生祭を行
います。その時に鷽替え（うそかえ）という神事をやります。この
神事は鷽のお守りをお求めいただき、それを皆様でどなたでも結構
ですから「かえましょ」「かえましょ」「かえましょ」と云いなが
ら皆様で交換しあって頂き、数多く交換して頂ければ、それだけ
「鷽（うそ）」が「真（まこと）」に変わると云われております。
これは天神さんしかない行事でございますので、もしお暇でしたら
ご参加いただいたら結構かと思います。一つよろしくお願いいたし
ます。
本日理事会を開催致しました。その時に、理事会の内容といたしま
しては、
・熊本復興支援に7名の方に行っていただきまして、これは5月27日
から29日までの3日間 で、行っていただきました。
・6月26日に年末家族親睦例会を開催します。十三屋でやりますので、
皆様方、ぜひとも、ご家族の方もご参加頂ければと思います。
・小池さん、橋本さん、萩原さん、小川さんの4名から退会届が提出
され、理事会で承認されました。

委 員 会 報 告

親睦活動委員会：河野委員
第3回の親睦ゴルフのご案内をさせていただきます。6月9日(木)ご参
加して頂ける方は9：00集合となっておりますので、奈良柳生c.c.に
お越しください。

1

Rotary International District2650 Nara Japan

奈良大宮ロータリークラブ

Club Weekly Bulletin
■創 立：昭和54年1月23日
■例 会：毎週火曜日17:30
■事務所：奈良市大宮町6丁目3-7 中室ﾋﾞﾙ3F

電話 0742-33-8583／FAX 0742-33-8600
■例会場：奈良市高畑町1096番地

奈良ホテル本館 電話0742-26-3300(代）
■会 長：中村信清 ■副会長：多田実 幹事：髙野治

発行日 / 2016年6月14日
2015-2016/42

Vol.37
No.1788

hp:http://naraomiya-rc.jp

E-mail：info@naraomiya-rc.jp

2015-16年度当クラブテーマ

『和と飛躍』

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42回 6月7日
通算1787回

◎会員総数 ７２名
◎出席義務者 ４５名
◎出席規定免除者(a)

０名
◎出席規定免除者(b)

２７名
◎本日出席 ５９名
◎本日欠席 ４名
◎本日出席率９３．６５％

第40回 5月24日
通算1785回の修正

◎欠席者 １２名
◎免除者の欠席者 １０名
◎欠席者の補填者 １０名
◎免除者の補填者 １名
◎出席率 ９６．８８％

例会プログラム

第43回6月14日

通算1788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．年間報告

６．閉会の点鐘

国際ロータリー第２６５０地区

ガバナー 中澤 忠嗣

「クラブに「個性」と
「憧れ」を！」



職業奉仕委員会：平方委員長
今週土曜日、6月11日の職業奉仕研修会のご案内と集合時間の変更のご案内でございます。当
初9：00集合9：30出発、春日ホテル前ということでご案内させていただいておりましてが、時
間に余裕があり過ぎるということで、奈良交通さんと打ち合わせさせて頂きまして、9：45集
合10：00出発に変更とさせて頂いております。春日ホテル前集合となっておりますので、ご参
加される皆様、どうぞよろしくお願いいたします。

RID2650：R.L.I.委員会：井上委員
ロータリーリーダーシップ研究会の件です。
今回は2016年7月24日来月の 終の日曜日になります。時間は9：45～17：00場所は京都文教学
園、宇治の填島にあります。対象者はこの間お話ししたかと思いますが、基本的には次世代を
担う地区の、クラブのリーダー様にできましたらお願いしたいと思います。特に今回は次年度
副幹事の堀内君が出席していただきます。また、入会間もない人にも、勉強したいと思うよう
な方がおられましたら、ぜひともお願いいたします。登録料は5,000円です。昼食代も入って
おります。そして今後の予定としましては、パートⅡは9月11日、パートⅢは11月27日。これ
はすべて場所は京都文教学園でございます。そして卒後コースが来年4月8日地区大会の後に福
井で開催される予定です。どうぞよろしくお願いいたします。

雑誌・広報委員会：森山委員長
「ロータリーの友」の紹介をさせて頂きます。この間から話題になっておりますロータリーの
「規定審議会レポート」という記事が載っております。（横組）P.16～19にかけて、ですけれ
ど、この間我がロータリーでもいろいろ話題になってたことがたくさん書いておりますので、
一度読んで頂ければ、と思います。
（横組）P.33に2650地区の地区大会のことが書いてあります。

後に、一番大事なものですが、「ｉＰＳ細胞がひらく新しい医学」という山中先生の記事が
載っております。これはアルツハイマーの病気についてもたくさん書いてありますので、また
一読して頂ければ、と思います。

幹 事 報 告

本日例会終了後、いつもの奥の部屋で輪読会があります。是非多数ご参加頂きますようお願い
いたします。
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御 結 婚 御 祝

・市田富久夫 君（御令嬢）

市田会員よりご挨拶
こんなコーナーがあったとは知りませんでした。
実は1日の日に籍を入れまして、もう二人で一
緒に住んでいるんですが、25日に披露宴をさ
せて頂く、ということで、それまでは何も考
えないようにしております。ちょっとそっと
しておいて頂ければと思います。お祝い有難
うございます。



卓 話

㈱松岡ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ会長 松岡嘉平治君(ｸﾗﾌﾞ会員)

皆さん、こんばんは。ただいまプログラム委員長の弓場さんからご紹介いただいたわけでござ
いますけれども、本日は今年度のクラブの 終卓話になるということで、松岡さん、是非やっ
て欲しいと言われまして、私は皆さんの前でお話しする器でもございませんのですけれども、
長生きしているということに関しては先ほどご紹介いただいたとおり、９５歳と６ヶ月ですか、
生きておるというのが現状でございます。この前の２６５０地区で京都に参りましたときに、
長寿命ということで壇上に上がらせていただき、表彰を受けさせていただきました。非常に光
栄に感じたわけでございまして、これもロータリーの皆さんのおかげであると感謝しておりま
す。そういうわけで卓話のご指名をいただいたわけでございますけれども、皆さんの前でお話
をするということは大変でございまして、あまり上手でもないのですが今日まで過ごしてきた
わけでございますので、少しくらいならお話できるんじゃないかな、と思いましてお引き受け
したということでございます。
皆さんのお手元に私が持っている資料をコピーいただいて置かせてもらってますが、昨今、こ
れらの資料はあまり市場に出回っておりません。特に終戦の時の昭和天皇のお言葉でございま
すけれども、それがあったから日本は終戦に入ったと、そのおかげで国民の犠牲も終わったと
私は信じております。世に出ていないというのは私にしてみれば少々残念でございますけれど
も、あまり良い物ではございません。敗戦の書面でございますので。しかし昭和天皇が涙をし
ぼって申されたと、こういうことで、私はこれを家の家宝としていかないかんな、ということ
で、子供にまで、孫にまで、その話をしておるわけでございますけれども、もし皆さんがよかっ
たら持って帰っていただき、子供の教育にでも使っていただければ良いのではないかな、と思
う次第でございます。それから年号でございますけれども、年号の一覧表。これもあまり知ら
れておられません。昔は一代の天皇でも二つも三つも年号をもっておられた。 近は、昭和、
平成というように一代一年号であるわけでございま。それから、写真があると思いますけれど
も、これは私が終戦の報告に昭和天皇が橿原神宮に参られたそのときに県下の農業のリーダー
シップをとっている者６名、これは各部門があるわけですけれども、私は園芸関係で天皇の拝
謁があったというわけでございます。そのときに天皇様が私に「奈良県の農業はどうですか」
というご質問をされまして、私は「奈良県の農業というのはなかなかに大変でございますけれ
ども皆さん力を合わせてやっております」と申し上げた。そのときに天皇様が言われたことが
今でも私の耳に残っております。「日本で一番大事な職業は農業である、しっかり頑張ってく
ださいよ」と、こう仰いました。
「あつしともいはれざりけりにえかへる 水田に立てる賎をおもへば」これは明治天皇が詠わ
れたものでございますが、ほかの職業を歌に残されるようなことはありません。日本の国は農
業を中心とした考えをしておったわけでございます。
さて、今日の卓話の本題に入らさせていただきます。私は、先ず健康ということについて皆さ
んにお話申し上げたいと思います。
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健康になろうと思えばどうすればいいのか。誰もが思いますけれども、何も難しいことはござ
いません。自分の信念でございます。「俺は健康だ、健康に暮らすんだ。俺は健康に生きるん
だ」というその気持ちがその人を健康にします。ロータリアンの皆さんが『社会奉仕をしたい』
と思っても健康でなければできません。是非とも皆さんが「俺は健康になるんだ、俺は健康だ」
という、この気迫だけを持ってもらって、自分の健康は自分で守ると、今日はお医者さんがた
くさんおられますので、こんなこと言うのはおかしいですけれども、自分の健康は自分で守ら
なければならない、人に守って貰おうと思うのは大きな間違いであるということだけ皆さんの
頭に置いていただければ、と思います。本日はどうもありがとうございました。
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２０１６年６月２１日（火） 休会（6月26日に振替の為）

次回の例会 ２０１６年６月２６日（日） 年度末家族例会
（於：信貴山 十三屋）

次々回の例会 ２０１６年６月２８日（火） 友愛例会

●会報・IT委員会/市田富久夫 武中洋勝 倉田智史 西本隆一 webmaster/市田富久夫

ニコニコ箱 本日計 50,000円 累計 2,630,000円

小泉 勇 様（東京恵比寿ＲＣ）今年度大変お世話になり有り難うございました。来期も奈
良大宮担当となりますので宜しくご指導お願いいたします。

髙野 治 君 松岡さん、本日の卓話、楽しみにしております。
松岡嘉平治君 年度末の会員卓話をさせて頂くことになりました。
弓場裕史 君 松岡さん、本日は卓話大とり、 終回！よろしくお願い致します。
北神徳明 君 松岡さん 本日の卓話楽しみにしております。
萩原 徹 君 先日結婚記念日に美しい花をいただき感謝です。
野﨑隆男 君 ニコニコ委員会の野﨑です。年度末 終月ですので、皆様、ラストスパート

のニコニコのご協力何卒よろ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
中奥雅巳 君 ニコニコ協力
森山斗福 君 ニコニコ協力
森 完二 君 ニコニコ協力
南谷正仁 君 ニコニコ協力
河野里志 君 ニコニコ協力
荒木政信 君 ニコニコ協力
奥田哲也 君 ニコニコ協力

例会変更のお知らせ

6 月 ■橿原ロータリークラブ■
・６月２４日(金)・・・夜間例会の為、時間変更。
時間：18時～

※ビジター受付：6月24日(金)12：00-12：30
橿原ロイヤルホテルフロント横にて行います。


