
本 日 の お 客 様

●平川 泰厚 様（京都山城ＲＣ）

会 長 報 告
改めましてこんばんは。今日は東日本大震災が発生して丁度丸三年
という事で、テレビ、新聞等では一日中報道なされたと思いますが、
あまりにも地域間によって復興の差が激しいのではないか。仙台や
福島のいわき市など早い所では、2015年度の年度末には復興が終る
らしいですが、陸前高田などはまだ２割も終わっていないという事
です。やはり、東京電力の福島・第一原子力発電所の事故で、あの
辺りの復興が遅れるというのは分らなくもないですが、その他の青
森県や宮城県、岩手県などは何故こんなに復興が進まないのかな、
と思います。日本人特有というのか、少数意見を聞き過ぎて、勿論
漁業関係者やそうでない人たちの利害関係と言いますか、生活の違
いもあり、議論ばかりが行なわれ、遅々として進んでいないという
のが現状かと。国として検討して、また地域で検討して、どうある
べきか、というのを半年か一年以内に、徹底的に決めて、もう二年
目からは本当の意味の復興に入って貰ったら、もっと早くに復興す
るんじゃないかな、と思っております。これは今日フィリピン・レ
イテ島台風災害に対する復興義捐金に対しての御礼と、それに対し
てどういう風に進めているか。国際ロータリーの第2650地区は、タ
クロバンロータリークラブと連携して、一銭のお金も無駄遣いしな
い、復興の為に使っている、という礼状と使途に対する説明が来た
のですが、これを見ると余計に、他所の国はもっと早く復興するん
じゃないかと特に今日そういう風に思いました。奈良県はそういう
意味では、震災も少ないし、勿論海がないので津波も来ませんから、
来るか来ないかは別にして、荒井知事も奈良県、例えば柘植地区に
土地を買い上げて、それこそ被災者を受け容れるくらいのニュータ
ウン、大きな団地というか復興住宅をを作って、「奈良へ来てくれ
よ」という風にできないか、そしてどんどん奈良県の人口を増やす
という施策を取り入れたらどうかと思いました。
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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34回 3月11日

通算1686回
◎会員数 ７３名
◎出席規定免除者数

１＋２４名
◎出席義務者数 ４８名
◎欠席者 １１名
◎出席者 ５６名
◎出席率 ８３．５８％

第32回 2月25日
通算1684回の修正

◎会員数 ７３名
◎出席規定免除者数

２＋２２名
◎出席義務者数 ４９名
◎欠席者 １１名
◎補填者 ２＋６名
◎出席者 ６０名
◎出席率 ９２．３１％

例会プログラム

第35回 3月18日
通算1687回

１．開会の点鐘

２．ソング「どこかで春が」

３．お客様の紹介

４．会務報告

５．卓話 奈良女子大学付属

中等教育学校 教諭

東日本大震災復興支援委員

森井 史 様

「被災地を忘れない～OECD

東北ｽｸｰﾙの取組み～」

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

クラブ管理運営常任委員会：冨川委員長
本日状差しに第3回の情報集会班別表が入っておったと思いますが、ちょっと変則的な日程に
なりますが、3月19日・20日、27日、28日の4日間に分けて4班に分れて開催したいと思います。
今回のテーマは、ここに書いてあります通り、『秒読み、北河原ガバナー年度』ということで、
今回の班長は地区の副幹事長の方にお願いしております。色々な意味で情報があると思います
から、来年の成功に向けて、有意義な話し合いにして頂きたいと思います。よろしくお願い致
します。ただ、日程は決めましたが、中々ハードなスケジュールで余裕がありませんでしたの
で、出席し難い方もいらっしゃるかと思いますが、出来るだけ出席して頂きます様に宜しくお
願い致します。

2014-2015年度RI第2650地区・大会・集会担当：野﨑副幹事予定者
本日状差しに（案内を入れておりますが、）3月25日例会終了後、地区研修・協議会の責任者
の方々の会議を行いたいと思いますので、ご出席お願い致します。場所はこちらで、例会終了
後約1時間で終りたいと思いますので、宜しくお願い致します。

幹 事 報 告

●定款・細則検討委員会を3月18日に開催しますので、9名の委員の方は、お集まりください。
念のためお名前を申し上げます。飯田さん、多田廣さん、森下さん、小池さん、楠木さん、小
西さん、福本さん、高辻さん、そして私です。
●本日皆様方の状差しに、地区大会の名札を入れさせて頂いております。名札は地区大会の全
ての会議で必要となりますので、必ず忘れずに持参して頂きます様お願い致します。

会 員 卓 話

増井 義久 君 「インターアクトクラブについて」

皆さんこんばんは。久しぶりに登壇しますと緊張しますが宜しく
お願いします。
今回は2650地区のインターアクトクラブについての私の活動・体
験をお話させて頂こうと思います。インターアクトクラブは奉仕
と国際理解に貢献する世界的友好精神の中で共に活動する機会を
青年に与えるために結成されるもので、12歳～18歳の青年で構成
されています。高校生が中心になりますが次代を担うロータリア
ンを育てロータリアン精神を若い世代に伝えていくためのクラブ
です。様々な事業をされていますが高校の活動方針とロータリー
の活動方針が上手く合致すると面白い事業が展開されているよう
に思います。現在2650地区には18クラブありますが、今月京都の
華頂女子中学高等学校が認証されると19クラブになります。内訳
ですが京都12、滋賀１、福井4、奈良2です。奈良は奈良クラブと
橿原クラブです。元々地元に強いクラブが承認されるクラブにな
ると聞いております。具体的な活動で大きな柱は夏季研修・地区
大会です。今回の夏季研修は国内・国外の2回研修がありました。
7月28日～8月1日東日本被災地での活動でアクター10名、学校顧問
1名、ロータリアン1名、地区委員と併せて総勢15名が参加しまし
た。カトリック幼稚園、馬籠幼稚園、津谷幼稚園で活動され最後に東京中央卸売市場、国会議
事堂を見学して帰ってこられました。幼稚園では男性は土砂撤去等の清掃作業、女性は子供達
との交流を図っておられ、夜は震災の卓話を聞かれたとの事でした。インターアクトの子供達
にも刺激になって将来の夢等にも変化が表れてきたと報告会でも発表されてました。父兄の方
も沢山来られてロータリーの広報活動にも貢献されたとの事でした。
もう1つは海外研修ですが、今年はカンボジアに行かれました。8月4日～9日でアクター19名、
学校顧問2名、ロータリアン2名、地区委員4名の総勢27名です。主な活動は現地の生徒との交
流です。インターアクトという事業全体でダルニー奨学金に協力しており、その協力相手の生
徒に会いに行くのが目的です。又先方から要望があった小屋建設をしマンゴーの植樹、現地民
家にホームステイをしています。又シーマックというNGOの地雷除去活動を見学をされたとの
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事でした。大変な過密スケジュールで皆ヘトヘトになって帰ってきました。ダルニー奨学金は
日本のNGOが中心になり里親制度を推進しているもので、当クラブから出していた2人の奨学生
を訪問し、お土産を持参したとの事でした。今まで37万人に寄付をされているとの事です。8
月25日にザ・パレスサイドホテルで夏季研修報告会を行いまして参加した1人1人が発表されま

した。最後がインターアクトの地区大会です。今回ホストになっ
た嶺南学園敦賀気比高等学校インターアクトクラブの演奏クラブ
が歓迎のセレモニーで始まり人道の港調査研究所代表、古江孝治
氏によるユダヤ難民に対する命のビザの発給で知られるリトアニ
ア領事代理、杉原千畝と寄港地となった敦賀の人々の紹介はまさ
に現在の人権問題にも通じるものであり多くの共感を得るもので、
改めて当時の国際港としての敦賀を知る良い機会になりました。
また、直木賞作家の安部龍太郎氏による講演もアクターの世代に
合わせた内容で質疑応答の時間が30分も延長されたことからも若
い人たちには大いに参考になったと思われます。さらに地域の伝
承文化に接することや、かまぼこ工場の見学と体験など地域の特
色を存分に生かしたエクスカーションなど各所に工夫が見られて、
主催して頂いた多くの方々の努力の成果が十分に伝わる大会でし
た。

国内研修
(左：万華鏡作り・右：破損紙芝居の修理）

国外研修
(左：ダルニー奨学金支給・右：多目的作業小屋の建設）
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地区大会の様子
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次週の例会 平成２６年３月２５日（火）

卓話 有限会社レッツ 代表取締役 若木宏之 氏

「恩に報いる」

●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

ニコニコ箱 本日計 63,000円 累計 2,485,769円

小西敏文 君 寒暖の差が激しい日が続いておりますがお水取りが終ると春が訪れます。厳
しい寒さもあと少しの辛抱です。

植倉一正 君 増井さん、卓話ご苦労さまです。
北河原公敬君 3月22日よりあべのハルカスのミュージアムで東大寺展が開幕します。是非皆

様の御来場をお願い致します。
有井邦夫 君 今週15日に会長エレクト研修セミナー(PETS)が開催されます。お世話をおか

けしますが、ご協力をお願いします。
佐川 肇 君 3年前の3月11日、丁度石巻市で全日本ライフル選手権大会があり、現役も含

め、多くの選手が参加しており、その安否を確認するまで3日間電話にかじり
ついていました。幸い全員無事でほっとした事を覚えています。

楠木重樹 君 結婚記念日のお花、有難うございました。
中村信清 君 結婚記念日のお花有難うございました
金星 昇 君 ちょっと良い事がありました。ニコニコ
藤井正勝 君 連続欠席のおわびに
宮西正伸 君 ニコニコ協力
矢追家麻呂君 ニコニコ協力
森下泰行 君 ニコニコ協力
野﨑隆男 君 ニコニコに協力！
橋本和典 君 ニコニコ協力
堀内眞治 君 ニコニコ協力
弓場裕史 君 ニコニコ協力
辻本和弘 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


