
本 日 の お 客 様

●中谷 裕二良 様（生駒ＲＣ）

会 長 報 告

●先週土曜日、この奈良ホテルで７クラブの鴟尾の会が開催されま
した。私ども奈良大宮ロータリークラブがホストクラブとして議事
進行を承りました。聴いておりますとどのクラブも活動内容が非常
に熱心で、内容のある非常に良い報告をたくさんされました。当ク
ラブも今年度は前半には３５周年記念事業、そして記念例会、これ
が終りましたら北河原ガバナー年度に向け、真剣に準備をする、大
変充実した一年を過ごすという報告をさせて頂きました。
●石野会員より、けがをされた旨聞きまして、植倉幹事と二人で見
舞に行ってまいりました。屋根の点検作業中に転倒して怪我をした
ということです。歳もいっておりますので、打ち所が悪く、ちょっ
と骨に異常もあったようですが、入院もせず自宅療養されているの
で、皆様方にご心配頂かなくて結構です、とのことです。そういう
ことで休会届が出されましたので、理事会で承認しました。

委 員 会 報 告

社会奉仕委員会：野﨑委員長
９月２１日（土）秋の交通安全運動市民決起大会が学園前ホールに
て１３：３０～１５：３０まで開催されますので、多数のご出席の
程、宜しくお願い致します。メーキャップ扱いになりますので、本
日最終の回覧を回します。是非御協力の程お願い致します。

幹 事 報 告

●ＩＭの出欠のご連絡を未だして頂いていない皆さん、本日例会終
了後までに出席委員会か私まで御連絡下さい。
●ＩＭ新入会員研修会参加のお願いです。新入会員の皆さんはＩＭ
の時に午前中に行われます研修会に出席の程、お願い致します。
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2013-14年度当クラブテーマ

『ガバナー年度に向け

意義ある奉仕活動をしよう！』

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11回 9月17日

通算1663回
◎会員数 ７５名
◎出席規定免除者数

２＋２４名
◎出席義務者数 ４９名
◎欠席者 １２名
◎出席者 ５３名
◎出席率 ８１．５４％

第9回 9月3日
通算1661回の修正

◎会員数 ７５名
◎出席規定免除者数

１＋２４名
◎出席義務者数 ５０名
◎欠席者 １０名
◎補填者 ５＋３名
◎出席者 ６４名
◎出席率 ９２．７５％

例会プログラム

第12回 9月24日

通算1664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

春日大社 権宮司

岡本 彰夫 様

「辞世を味はふ」

６．閉会の点鐘

国際ロータリー第２６５０地区

ガバナー 坂本 克也

「あなたの善から、
みんなの善へ」



●青少年交換学生の募集が入っております。希望されます方がおられましたら私の方までお申
し出ください。
●先週の例会時にコンパクトフラッシュの忘れ物がありました。私の方で預かっておりますの
で、申し出お願いします。

卓 話

学校法人西大和学園 会長 田野瀬良太郎 様

「政治と教育」

どうも皆さんこんばんは。ご紹介頂きました田野瀬良太郎でございます。さて今日のテーマは
「政治と教育」という事で、正に私の人生はこの二つでございまして、どうしてこの二つの世
界に身を置いてきたのかというようなことを中心にお話をさせて頂けたらと思いますので御清
聴どうぞ宜しくお願い申し上げたいと思います。私は高校時代からとにかく海外へ行きたくて、
当時はまだまだ外貨準備高が足りなくて、簡単には海外には行けませんでした。大学に入りま
して高度経済成長の波に乗って誰しも海外に行けるという事になって、早速アルバイトで30万
円稼ぎまして、行きの運賃10万円、帰りの運賃10万円、そして現金10万円引提げまして横浜か
ら船に乗りまして、まず当時のソビエト連邦のナホトカという所に行きまして、それから汽車
に乗り継いで、今度はフィンランドに行きまして、そこまでが10万円でした。そこからは移動
はヒッチハイクでございまして、それに乗せて頂いてヨーロッパは殆ど行きました。それから
中近東、東南アジア約1年間大学に休学届を出しまして、お金がありませんでしたので夜は大
体野宿です。それでも1週間程で身体が汚くなりまして当時ユースホステルは素泊まり90円で
ございまして、そんな所に泊まって又ヒッチハイクする。それでもお金が無くなるもんですか
ら、ストックホルムで2ヶ月程2人分働きましたら50万円程貯まりましたでしょうかね。それを
原資に1年間回ってきたというような体験をしております。当時、日本はそれはそれは日の出
の勢いでございまして、私の記憶では経済成長率12％なんて年もありました。どこへ行っても
諸外国は日本人に対する興味関心がありまして「日本とはどんな国か？」「日本人ってどんな
考え方をする国民だ？」というような質問攻めでして、私もしっかり日本の事を考えておかな
いと話が続かないという事で、実に日本の事を考える機会に恵まれた日本の事を考えざるを得
ないそんな旅でございました。当時日本は新幹線は走るし、東京オリンピックはやるし、万博
はやるしとそんな勢いの時でございまして、それはそれは諸外国から感心の眼で皆語りかけて
きたものでございまして、又その一方で学生運動が吹き荒れておりまして、私もちょっとそれ
に被れた一人だったかも分かりません。最初にソビエト連邦訪れたのもそういう影響だったか
な思うんですけど、喧騒とした世の中ですし、又一方では日の出の勢いの日本でございまして、
私も色んな事を考えながら1年間旅を続けまして日本の良い所や悪い所を私なりに学生でした
けれども若気の至りで色々と考える機会がございました。それでバンコクに着いた頃に「よし
日本に帰って日本の世直しのできる仕事に就きたいと。それは政治家が一番だ。」と思って帰っ
てきたのがそもそもの始まりでして。とはいっても私は政治家の家系でも何でもなく、まあ一
旦は政治家になる選挙に出る道を模索しながら、サラリーマン生活を送っておりましたんです
が、29歳の時に一念発起しまして乳呑児と家内を説得して、生まれ育った五條に帰ってきまし
て11月の市会選挙でしたけれども4月に半年間の準備期間を持って帰って、ひたすら同級生を
頼りに選挙運動をやりました。おかげで最初は中々同級生も冷ややかなもんでしたけれども最
後は応援してくれる人も増えてまいりまして上手い具合に当選させて頂きました。29歳でござ
いました。
ところが私、市会議員になって初めて気づいたですが、日本の世直しですから目指すは国政で
す。ところが市会議員になって国政を見渡すと殆どが2代目でして、いきなり国会議員になる
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人が殆どで奈良県でも滅多に市会議員、県会議員を経て衆議院
や参議院を遣った人はおりません。これはえらい所にきてしも
うたなと、どんどん飛び出して行かないと国政に参画できない
という事に気づきまして、市会議員になるや否や「俺は次県会
議員にならして欲しい」と同僚の市会議員に宣言するんですけ
れども、皆に怒られまして「俺らは皆県会に行きたいんや。お
前は新人類か」などと怒られました。「それでも俺は行かして
もらう」と言って県会に行くんですけれども、結局無理が祟り
まして落選してしまいまして、大学の浪人でしたら1年で済むん
ですけれども政治家の浪人は4年ですので、それも落選してしま
うと人心が潮引いたように去っていきます。それをまた4年間も

う1回やらせて欲しいと頼む仕事ですので、中々辛い厳しい4年間でしたけれども、一生懸命頑
張れば通じるものでございまして当選する事になりました。県会議員になるや否や又同僚の県
会議員に「俺は次衆議院に行かして欲しい」と頼んだら、まあ皆に怒られて「お前みたいなも
んはえらい目にあわせたる」と自民党は除名されるし全て剥奪されるし、それでも俺は行かな
間に合わんと衆議院に行くんですけれども、これまた無理が祟りまして無所属で行くんですけ
れども、結局落選してしまいます。あの時はまた長くて選挙から選挙まで3年8ヶ月かかりまし
た。当時は奈良は全県1区でして、それでも一生懸命やればようやくにして当選させて頂いて
国政に参画させて頂いたという経緯でございます。衆議院になった時は29歳から始めて49歳、
実に20年間もかかりました。以来お蔭で6期連続当選をさせて頂いて先程からご紹介を頂いた
ようなそういう経緯を経ておる所でございます。
で政治の話はそれ位でございますが、今日は30分しかありませんので、どうして学校教育かと
いう事になるんですが、議員を落選した4年の浪人時代に何が辛かったかと経済的な面です。
収入が途絶えてしまって、家内と相談しまして、結局思いついたのが家内が若い時分、保育士
をやっておりまして保育園を作ろうという事になりました。でも土地も無いし金も無いし、ど
ないしたもんかいう事でございましたんですが、捨てる神もおれば拾う神もおってくれまして、
ある土地を見つけまして「この土地貸してくれないか」とお百姓さんにお願いしたら、「まあ
田野瀬さん気の毒なこっちゃ。こんな土地なんぼも米採れんから年間5万円でよろしいわ。こ
こに保育園建てて生活安定しなはれ」とこういう話でございまして、さあ土地が見つかり次は
建物建てなあかんと、それであちこち相談しまして、当時社会福祉事業振興財団や銀行からお
金借りてきて60人定数の小さな保育園でしたけれども5,000万円、今から思えば安い値段で園
舎が出来ました。それでも私達若い夫婦に園児預けてくれるのかなと思ったら、4月オープン
で30人程しか集まらなかったのですが、それでも当時少なかった延長保育だとか低年齢保育と
か今日の保育園の機能を有する保育園をする事によって徐々に増えてまいりまして8月位に60
人埋まりまして、ようやく家内が園長給料を取る事になって私と子供を養ってもらって次の県
会の準備に入るという経緯でございます。理事長は毎日保育園に行く必要はないんですが、運
動会だとか入・卒園式だとかその都度行きます。教育は素晴らしい仕事で、将来無限の可能性
を秘めた子供達の教育、私一方で政治を目指しながら教育にも目覚めてしまって、引続き教育
活動もやって行きたいと思いました。奈良県は当時は団塊世代の高校生急増時期でして殆ど大
阪の私学に流れておりました。これを何とか奈良県に人材を引留めたいというコンセプトで高
校を作りたい。こういう事になって、段々教育もやりたい政治家も目指したいと二兎追うこと
になりまして、それで西大和学園を王寺駅の近くに作らせて頂きました。その時の苦労話をし
ましたら、とても時間が足りませんですので割愛させて頂きますが、その頃からやる以上は色
んな教育がなされているというような総合学園にしたいと考えるようになりました。当時私は
中学生を語学探求旅行と称して、アメリカ西海岸に220名程連れてホームステイさせておった
んですが、ある年ロサンゼルス行きましたら日本人のお母さん方が集まっておりまして、子供
達は現地校に行って英語はペラペラ喋って頼もしい面がある半面、日本語を教えてくれる所が
ないと。皆さん駐在員ですからいずれ日本に帰らないといけない。だから大事な5教科は日本
語で後は英語で教えてくれるような今で言うバイリンガル教育
をしてくれるような学校を作ってくれないかという要請があり
ました。私もまだ40代でしたので二つ返事で引受けてしまいま
して、これも苦労しましたんですが西大和学園カリフォルニア
校を作りました。現在平日校・補習校がありまして約750名程お
ります。その後サンノデに幼稚園、アーバインに補習校、今度
サンデイエゴで作る予定で西海岸を西大和学園の教育で埋め尽
くしたいと思いで頑張っておる所でございます。西大和学園中
高は進学校で来た以上は、日本で一番なろうと今もって頑張っ
ておる所でして進学校のバロメーターとして週刊誌によく出て
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くるのは東大・京大の合格者数でもってランキングを付けるものですから、それによると今年
西大和学園は3番に食い込みました。そんな事でここまできたんやから、日本一で行こうとい
う事で校長初め頑張っておる所でございます。その後15年前に白鳳女子短期大学を作らせて頂
きました。これは女子の職業教育で保育士等9つの資格が取れ、これらの国家試験が取れます
と就職の事は殆ど心配なく、どう国家試験に合格させるかが殆どの教育の中身です。昨今の短
期大学は4年制に流れて経営が厳しいんですが、お蔭をもちまして、ここ10年定数割れを起こ
さずに来させて頂いておる状況です。そういう事でいよいよ4年制大学を作りたいというのが4
～5年前から合言葉にしておりまして3年前に大学設置事務室を作りまして準備に取り掛かって
きたその時に上手い具合に吹田市から誘致話がありまして、話が相整いまして今年3月認可申
請、10月末に認可が下りる予定です。それでどの学部学科から出発するかという事について随
分調査、研究、分析しながら結局2学部で出発しようとなりました。一つは教育学部、一つは
保険医療学部です。教育学部はこれ意外に小中高の教員一体養成型の教育学部は東に早稲田等
ありますが、西日本の私学にはありません。これで本格的に頑張って行こうという事が一つ、
それから白鳳女子短大で十分経験しノウハウも蓄積してきておりますので看護師と理学療法士、
作業療法士、言語聴覚士この3領域は認知されてないんですが、きちっと養成すれば就職も間
違いないと考えております。この2学部で出発させて頂こうと考えておる次第です。又最初、
大和大学という名前を世間に発表したらダサいとか皆に随分笑われたんですが、今になれば良
かったかなと思っております。勿論、大和は日本の原点の名前でございますんで、日本を代表
する大学にしたいとこういう意気込みで取組んでおる次第です。それから私は政治をやってき
たんで近い将来政治学部を作って日本に有為な政治家をどんどん輩出するという夢もあります。
地方議会であれ、首長であれ、国会議員であれ大和大学出身の政治家を一杯作ってみたいもん
だと思いますし、幸い現役の国会議員を沢山知っておりますので彼らを呼んできて講師をして
貰うような特異な政治学部を作るのが次の目標にしておる所です。そんな大それた事申し上げ
て、えらい田野瀬挫折したなという事になるかもしれませんが、私も丁度70歳で去年12月の選

挙の直前に随分悩みました。70歳になったら選挙は極端に弱く
なります。そんな事で潮時かなという話を長らく秘書をしてお
りました息子にしましたら、自分が行くという事になりまして
私の後継として田野瀬大道がやることになったんですけれども、
政治は身を引きましたが、まだ10年位は大学作りを現役で頑張
らせて頂こうと思っております。どうぞこれからも宜しくお願
い申し上げましてこれで終わらせて頂きたいと思います。今日
は本当に良い機会を頂戴しましてありがとうございました。
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平成25年 秋の交通安全運動 市民決起大会

と き 平成25年9月21日（土）午後1時30分～
ところ 学園前ホール（奈良市西部会館市民ホール）



5

同 好 会 活 動

奈良大宮ロータリークラブ山歩き同好会（ＮＯＭＣ）第１８６回 登山報告

「大峰山・山上ヶ岳 １７１９．２ｍ」

（日時）平成２５年９月７日（土）～８日（日）

（参加者）麹谷・小池・楠原・橋本・飯田

９月７日（土）午後１時、新大宮駅発マイクロバスで洞川・一丸旅館へ。
これまでお世話になった丸谷和昭先生の仏前にお参りする。御子息とこれまでの思い出話な
ど先生を偲ぶ。午後４時から大峰山内道場本部龍泉寺で護摩を焚き、小池先生が「大先達」
を、橋本先生と飯田が「中先達」の辞令を受ける。その後、滝行。夜７時、天川村の天気予
報を確認の上で、小池リーダーが山行を決定。
翌朝５時、清浄大橋登山口から登山開始。８時３０分、龍泉寺山上宿坊着、朝食。大峰山寺
にお参り後、山頂の修験道の本尊・蔵王権現が出現されたと言われている聖蹟「湧出岩」の
前の３角点にタッチ。１１時３０分、清浄大橋に帰着。一丸旅館で直会。道中小雨に出会う
程度で、山頂は涼しく（１２℃）、快適に山歩きを楽しむ。若いグループが多く「ようお参
り」の挨拶が交わされる。鳥兜の花が目につく。
洞川午後２時発、４時３０分新大宮駅着。
（文責：飯田）
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●会報・IT委員会/水野憲治 弓場裕史 市田富久夫 小原靖浩 楠木重樹 webmaster/水野憲治

次週の例会 平成２５年１０月１日（火）

クラブ討論会（職業奉仕委員会担当）

ニコニコ箱 本日計 32,000円 累計 935,000円

中谷裕二良様（生駒ＲＣ）本日はおじゃまいたします。
小西敏文 君 田野瀬様 本日の卓話宜しくお願いします。又、先週10日の家族親睦例会、

谷川親睦委員長以下親睦委員の皆様 大変お世話になりました。楽
しいひと時を過ごさせていただきました。

植倉一正 君 「鴟尾の会」をホストクラブとして終える事が出来ました。ご協力ありがと
うございました。また本日は、田野瀬様、卓話にお越しいただきありがとう
ございました。

土谷宗一 君 田野瀬先生の卓話に感謝
松岡弘樹 君 三連休を利用して会津に行って来ました。台風にもかかわらず、大河ドラマ

でおなじみの飯盛山、鶴ヶ城は多勢の観光客で一杯でした。
成田 積 君 陳謝 体調（がんの副作用）不安のため情報集会を欠席しました。
弓場裕史 君 先日はクラブから素敵な記念品を頂き誠にありがとうございました。
潮田悦男 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

例会変更のお知らせ

１０ 月 ■京都山城ロータリークラブ■
・１０月９日（水）・・・定款第６条１節(C)により、休会。
※ビジター受付は行いません。
・１０月２３日（水）・・・職場見学と松茸狩り家族懇親会の為、

変更。
時間：１１時～
場所：五洋パッケージ 見学
くろんど荘 例会・家族懇親会

※ビジター受付は、けいはんなホール１Ｆで12：00-12：30まで
行います。


