
本 日 の お 客 様

●ムニョス・ガジャルド，ナイラさん（米山奨学生）

会 長 報 告

改めまして皆さん、こんばんは。
石野さん、お久しぶりでございます。もう若くないんですからあま
り無理をなさらずに。
それと今日皆様方の状差しに、（清岡さんの）お別れの会のご案内
が入っていたと思います。清岡さんの奥さんと連絡をとり合いまし
て、奈良大宮ロータリークラブとしてはお別れの会というのは初め
てのことですから、クラブとして供花か何かをさせて頂いてはどう
か、ということで息子さんの社長とか日航ホテルと今検討してくれ
ているということです。返事が来ましたら理事会に一任をして頂き
たいと思います。
それと、今日16：00～35周年実行委員会がございました。後で植村
実行委員より、内容を報告して頂きます。
それと、この「ロータリーの友」10月号の中で、「職業奉仕―ロー
タリーの神髄」というのがありまして、ちょっと中を読みますと、
19名のロータリアンが職業奉仕に関する考えを寄稿されています。
その中で私が一番気に入ったと言いますか、当り前の事ですが、鳥
取の米子南ＲＣの方からの投稿で「好意と友情」という題で書かれ
ている文の最後に「『好意と友情』、それを深めていくことこそが
職業奉仕の実践につながるのかもしれません。」とあります。やは
りロータリアンは友情とか親睦とか色々ありますが、お互いが各々
の職業観、一人一人それなりの人たちが集まって、所謂自分自身を
磨く、それが基本的には職業奉仕に繋がっていくのではないか。な
ぜこのようなことを言うかと言いますと、今度職業奉仕月間で12月
に締切があります「わたしの職業奉仕」という題でもって、ガバナー
エレクトの年度でもありますので、皆様方全員が出して頂ければ、
と思っておりますので、よろしくお願い致します。

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2-1 南都銀行大宮支店内 電話0742-33-8583
■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：小西敏文 ■副会長：冨川悟 幹事：植倉一正

発行日 / 2013年10月22日
2013-2014/15

Vol.35
No.1668

hp:http://naraomiya-rc.jp

E-mail：info@naraomiya-rc.jp

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15回 10月15日

通算1667回
◎会員数 ７３名
◎出席規定免除者数

１＋２２名
◎出席義務者数 ５０名
◎欠席者 ７名
◎出席者 ５７名
◎出席率 ８９．０６％

第13回 10月1日
通算1665回の修正

◎会員数 ７４名
◎出席規定免除者数

２＋２４名
◎出席義務者数 ４９名
◎欠席者 ７名
◎補填者 ３名
◎出席者 ６６名
◎出席率 ９４．２９％

例会プログラム

第16回 10月22日

通算1668回

１．開会の点鐘

２．ソング

「それでこそロータリー」

３．お客様の紹介

４．会務報告

５．卓話

京都戦略経営研究所

代表 太田邦幸様

「成功学と失敗学」

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」



委 員 会 報 告

35周年実行委員会：植村委員
35周年実行小池委員長がお休みですので、植村が代行致します。
先ず、いよいよ迫ってまいりました26日の35周年の記念事業ですが、特に第3コマ目の山本浩
之アナウンサーの講演会、だいぶ断らないといけないくらい集まるかと思いますと、今の所10
名の応募がありまして、150名集めている筈なのに10名か、これは困ったな、と思っている次
第です。ただ、10月12日の産経新聞、及び明日の読売新聞に載せて頂けるとの事で、このよう
に産経新聞は載せて頂いております。何故か横のソロプチミストの方が記事が大きいのですが、
これは後程回覧致します。幸か不幸か、我々のやる次の週「平城ニュータウン文化祭のご案内」
ということで山本さんのご自宅のある地元ですが、ちょっとバッティングしてしまって残念だ
と思っておりますが、まだ時間がございますので、これからビシバシと動員していきたいと思
います。チラシも若干まだ余っておりますし、受付に置いてあります。それと先週お持ち帰り
も頂いておりますので、どんどん遠慮なく動員して頂ける様にここにお願いしたいと思います。
どうぞよろしくお願い致します。最終の詳細の説明については来週22日にもう一度告知したい
と思います。

雑誌・広報委員会：北神委員長
毎月月の後半に「ロータリーの友」の回収をお願いしておりますが、なかなか集まらないよう
な現状です。皆さん、趣旨、目的を御理解頂いて、このロータリーを幅広く知ってもらおうと
いう目的でやっておりますので、次週例会には回収に協力しても良いという方がおられました
らご持参頂きます様お願い致します。

幹 事 報 告

10月19日にＩＭが橿原神宮で開催されます。登録をして頂いた方、ご出席宜しくお願い致しま
す。
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10 月お誕生日・結婚記念日

★お誕生日★
４日 野﨑隆男 君
８日 福本良平 君

★結婚記念日★
４日 冨川 悟 君

１７日 箸尾文雄 君
２２日 金星 昇 君
２５日 井上正行 君
２８日 野﨑隆男 君
２８日 森 一紀 君

米 山 奨 学 金 支 給

米山奨学生：ムニョス・ガジャルド，ナイラさん

学 校：奈良先端技術大学院大学

月額奨学金：14万円



講師 紹介

（高辻カウンセラー）

本年度 米山奨学生 ムニョス ガジャルド ナイラ さんの紹介を致します。
出身はコスタリカで、2007年に来日され、三重大学、そして現在は奈良先端化学技術大学院大
学で機械工学を学ばれています。
彼女の将来の夢は、母国で教授になる事です。コスタリカは医療工学の分野では、まだ未発達
です。大学院では、博士後期課程まで進学して、日本で学んだ技術を生かして、母国で医療工
学の分野の発展に貢献したいと言う事です。

卓 話

米山奨学生 ムニョス・ガジャルド，ナイラさん

皆さんこんばんは、コスタリカは日本では、あまり馴染みのない
国なので、紹介したいと思います。中南米で、世界地図で見ても、
とても小さい国です。私は、国籍は2つありまして、母がパナマ
人で、父がコスタリカ人で、ハーフです。私は、パナマのパナマ
運河の近くで生まれて、コスタリカで育ちました。首都はサンホ
セで、人口は500万人位ですので、大阪と同じくらいです。面積
は九州と四国を合わせた位の面積です。私はサンホセで育ち、大
学にも通っていました。それでは、コスタリカのシンボルについ
て、紹介いたします。
コスタリカでは、幼稚園、小学校でも、シンボルについて学び、
共通の意識で、愛国心が生まれると、私は思っています。

●国旗

国旗は1848年に変わりました。3つの色で、当時の大統領の奥様が
フランスの旗が好きで、青、白、赤、の3色なのです。それぞれの
色には意味があり、「青」は青空がコスタリカの国民を見守って
くれている。「白」は平和を表し、「赤」は過去の戦いで流れた
「血」そして暖かい心を表しています。

●国章

この国章は、国旗に正式な政府の関係の行事でないと使ってはい
けません。コスタリカは、コーヒー豆の輸出が盛んで、7つの州が
あり、火山もあり、又、太平洋、大西洋、どちらにも面しており、
それをこの国章に表しています。
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●民族衣装

次に大切にしているのは、今、私が着ている民族衣装です。
これは、現在はほとんど着ることは無く、正月に着るくらいです。

●国木

この木は、CMでよく見かける木ですが、1921年にコスタリカに属
したいと願う地区があり、1950年頃、それを記念にこの国木、グ
アナカステを送りました。

●牛車

これは、牛車（カレッタ）港までコーヒー豆を運ぶのに使って
いた。とても綺麗ですが、ユネスコから無形文化遺産として認
定を受けています。USJのジュラシックパークの土産売り場の出
口に置いてあります。理由は、コスタリカは映画のロケ地でも
ありました。

●国花

これは、国花のラ・グアリア・モラダで、ピンク色の蘭の一種です。
この鹿もシンボルで、尻尾が白く、ここ最近では激減し選ばれま
した。そしてこの鳥もシンボルで、一見普通の鳥ですが、この鳴
き声を聞くと、嬉しくなります。コスタリカは、自然保護を大切
にしていまして、お札にも大切にしている動物や、自然を印刷し
ています。又、小さな国ですが、世界の5パーセントの動植物が生
息しており鳥の種類では、1割位が生息しています。
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●５コロン紙幣

私は小さい頃からこのお札（5コロン・約1円）が好きでした。
100年位前の町並みや、コーヒー豆や、バナナの輸出が多かった
ので、その頃の営みが残されています。

●水面を走るトカゲ

私が一番好きな生き物で（水面を走るトカゲ）川で泳いでいると
きに、人生で1度だけ見たことがあります。

国立公園や保護地区が国土の２５パーセントもあり、とても自然を愛しています。
平和教育について、１９４９年から軍隊を捨てて、日本と同じように平和に生きようというこ
とです。軍の予算を、教育に当てられており、国立なら、大学まで無料です。
毎朝７時に集まり、国旗を掲揚し国歌を歌います。９月１５日の独立記念日にはパレードや、
子供がダンスをしたり、皆で祝います。そしてこのトーチで炎をグアテマラから高校生が昼夜
を問わず１ヶ月以上かけて、コスタリカへ運んできます。
料理は、先日皆さんに召し上がって頂いたようなもので、お米や、お豆を使います。
それと、モンテベルテという所で、数年住んでいたのですが、とても海の綺麗な良いところで
した。以上です。ありがとうございました。
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次週の例会 平成２５年１０月２９日（火）

会員卓話 山本 尚永 会員

「地球の可能性と省エネ」

ニコニコ箱 本日計 64,000円 累計 1,216,000円

SMBC日興証券㈱ 公益・法人営業部 部長兼支援課長 小林一樹 様 ニコニコ協力！！
（先週の卓話講師の小林一樹様より、お車代全額をニコニコにご協力していただきました）
小西敏文 君 米山奨学生のムニョス・ガジャルド・ナイラさん 先日はおいしい料理ごち

そう様でした。本日は卓話ありがとうございます。
植倉一正 君 ナイラさんの卓話、楽しみにしています。
高辻良成 君 ナイラさん、本日の卓話、楽しみにしています。
渡辺英孝 君 ナイラさん本日の卓話楽しみにしています。
谷川千代則君 ナイラさん先日はごちそうさまでした。本日の卓話も楽しみにしています。
石野捨雄 君 長期間休会させて頂き会員の皆様方には、大変な御心配と御心遣いを賜わり

誠にありがとうございました。休会中は、プログラム委員の皆様に御協力を
頂きましたことを、重ねて御礼申し上げます。サルも木から落ちることもあ
りますので、今後は長年の経験を生かし十分に注意していきたいと思います。
今回は、軽い負傷ですみ神様に助けていただいたと思い感謝しております。

濱田英資 君 うれしことがありました。当社野球部が日本選手権に出場いたします。場所
は京セラ大阪ドーム1回戦は11月2日（土）12：00より、対戦相手は京都代表”
日本新薬“さまです。ご興味のある方は応援宜しくお願いいたします。

井上正行 君 結婚記念日お祝ありがとうございます。44回目の記念日です。
福本良平 君 誕生お祝ありがとうございます。
高木伸夫 君 ニコニコ協力
土谷宗一 君 ニコニコ協力
矢追家麻呂君 ニコニコ協力
西口栄一 君 ニコニコ協力
藤井正勝 君 ニコニコ協力

●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

2013～2014年度 Ｒ.Ｉ.第2650地区 第4組

ＩＮＴＥＲＣＩＴＹ ＭＥＥＴＩＮＧ

明日に向ってペダルをふもう！
―災害復興支援にみんなの善を―

2013年10月19日（土）13時開会
橿原神宮 崇敬会館 養正殿


