
本 日 の お 客 様

・酒井宏和 様（奈良ＲＣ）

会 長 報 告

先日来、皆様にロータリーデーのチケットを買ってくれとばかり言っ
ておりまして、一体何をするのかというご説明を全然せずにお願い
しておりましたが、中身が具体的になってまいりましたので、今日
はそれをご報告させて頂きたいと思います。
先ず、ロータリーデーは6月19日に谷村新司トーク＆ライブ心の学
校プレミアムｉｎ奈良ということで行われます。この企画は、谷村
新司さんが全国展開されており、色々な地域でこのタイトルに於い
て、若者に多くのメッセージを発信しているという企画の内容です。
今回のロータリーデーに於いても、この地区におられる若い青年達
のメッセージがあるものと期待しております。それと、当日はそれ
に併せまして、奈良女子高等学校から25名、奈良大学合唱団より5
名、まつぼっくりから22名の合唱団が出来まして、その彼女たちが
コラボレーションするという企画になっております。ただこれはホー
ルの中でやるものでして、ホールの中にはロータリーデーという看
板等は出してはいけないという企画会社のことがございまして、そ
の意味で文化会館のホールに於いて、我々ロータリーの地区の10の
委員会がどういうことをやっているかということを展示して、皆さ
んに知って頂こうという流れになっております。地区の委員長6名
と私で実行委員会という形ですが、現実には当クラブの8名が実働
して頂いております。そこに生駒の地区広報委員長の中谷さんが入っ
ておられて、9名がこの企画を進めて頂いております。ガバナーを
出すクラブとして、少しでも協力できればと思っておりますし、そ
れは協賛金でも結構ですし、またはチケットを買って頂いても結構
ですし、また私は観に行く気はないという方は、もし良ければ頑張っ
ておられる方に支援するということでニコニコをして頂いても結構
ですので、その辺のご協力を宜しくお願いしたいと思います。
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2014-15年度当クラブテーマ

『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42回 5月26日
通算1741回

◎会員数 ７８名
◎出席規定免除者数

１＋２５名
◎出席義務者数 ５２名
◎欠席者 １１名
◎出席者 ５７名
◎出席率 ８３．８２％

第40回 5月12日
通算1739回の修正

◎会員数 ７８名
◎出席規定免除者数

１＋２５名
◎出席義務者数 ５２名
◎欠席者 １１名
◎補填者 １＋２名
◎出席者 ５９名
◎出席率 ８６．７６％

例会プログラム

第43回6月2日

通算1742回

１．開会の点鐘

２．ソング

「君が代」

「奉仕の理想」

３．お客様の紹介

４．会務報告

５．会員卓話

松岡 嘉平治 会員

「長寿寿齢賞を受賞して」

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」



委 員 会 報 告

国際奉仕委員会：佐川委員長
国際奉仕委員会よりお知らせとお願いです。ガバナー事務所から（文書が）参っておりまして、
バヌアツ台風・ネパール地震の災害義援金のお願いということです。今日は委員会報告が私の
所だけですので、少し文章を読ませて頂きます。
『2015年3月13日、太平洋諸島のバヌアツ共和国に大型サイクロン「パム」が直撃し、国の人
口の半数が被災し、現地では、8万人以上の現地の子供たちが支援を待っています。そして、
4月25日、ネパール連邦民主共和国では、M7.8の地震が発生、死者は8700人以上とも言われ、
貴重な世界遺産の9割が損壊するという大災害に見舞われました。いずれも、各メディアで大
きく取り上げられており、皆様も深く関心をお持ちのことと拝察いたします。
日本でも大規模災害に遭った際には、各国からさまざまな支援を享受しております。そこでい
ま、2650地区として、ロータリアンとして、この2か国に対し、できる限りの支援を行いたい
と考えます。
つきましては、貴クラブ会員の皆様にご周知いただき、一人でも多くの方からのご賛同を頂戴
できれば幸いでございます。例会時などに義援金箱をまわしていただくなど、お一人1000円程
度のお気持ちを頂戴できれば、地区義援金目標額の達成に近づきます。何卒ご協力をお願い申
し上げます。』
ということで、地区としての義援金目標額は500万円以上、集まった義援金の分配割合はバヌ
アツに30％、ネパールに70％ということです。この集金方法につきましては、後日また理事会
で相談して頂き、また皆様にお願いすることもあるかと思います。またこの送金期限は本年の
7月末でございまして、従いまして、本年度と次年度二年に亘る活動になるかと思います。次
年度国際奉仕委員長楠下さんにも宜しくお願い致したいと思います。

卓 話

新入会員卓話 國原 正記 君

皆さん、今晩は。2月に入会しました、國原でございます。今日は、どうぞよろしくお願いし
ます。普段は美味しく食事を頂いていたのですが、今日は食事があまり喉を通らずデザート以
外は半分くらい残してしまいました。私の出身は奈良ではありませんので、出身地や幼少期の
事などを話させて頂きたいと思います。私の出身地は広島県福山市でこのクラブにも広島出身
の水野さんがいらして心強く思っています。福山市の人口は約46万人で大体奈良市と同じ位の
人口を抱えています。福山市は広島市より岡山市の方が近く方言も岡山よりになっています。
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ロータリー語録

ロータリーの未来は、期待の神秘に包まれています。ロータリーの運命を
展開するのは、新ロータリアンの皆様です。

（１９１４年 Ｒ．Ｉ．国際大会 ポール・ハリス）



また、関西に来て驚いたのは広島風のお好み焼きを広島焼きと言うのを聞いてどんな食べ物か
と思ったことです。福山市の地元企業で有名なのはスーツ量販店の青山商事やフリーズドライ
お味噌汁のアマノフーズ、さらには福山通運などで国内地方都市では浜松地区に次いで上場企
業の多い地域です。また、福山城の初代藩主である水野勝成は福山に来る前は大和郡山藩主だっ
たそうです。福山出身の有名人は元総理の宮沢喜一やニッカウヰスキー創業者の養子である竹
鶴威、芸能人では世良正則、スポーツ界では野球の上本、江草、太田、村田兆治などです。次
に私自身ですが、私は長男として生まれました。家族は祖父、祖母、父、母、弟の6人家族で
す。祖父が福山市内でスーパーを経営していたことで、小さいころはよくお店のお菓子を盗み
食いして叱られていました。その祖父は釣りが好きで、学校が長期の休みの時は車で中四国、
九州に釣り旅行に連れて行かれました。車で何泊もしながら釣りをした覚えがあり、その反動
からか今では釣りはあまり好きではありません。小学校のころにはサッカーに明け暮れまして、
小学5年生の時には県大会で準優勝、小学6年生の時には県大会で優勝、さらに全日本少年サッ
カー大会に出場しました。このまま中学でもサッカーを続けると思われていたのですが、当時
の先輩がバスケットボールをしており、私の身長が高かった事からバスケットボールに誘われ
ました。中学1年生で始めたバスケットですが、練習を重ねた結果、中学3年生のときには、チー
ムのキャプテンを任され、市内の選抜チームにも選ばれました。さらに高校では同じチームに
市内でも1、2を争うような上手な先輩がおり、そこで揉まれた結果いきなり県大会ベスト4と
なり、市内の選抜チームにも選ばれました。高校2年生のときは県大会ベスト8だったのですが、
活躍を認められ国体の選手に選出されました。高校3年生の時は県大会で3位となり、さらに国
体でも本大会に出場し全国5位となりました。高校時代は本当に自由に過ごしており、自然に
恵まれた地域という事もあって、定期テストの終了後に自転車で海まで行きそのまま野宿をし
ていた事も良い思い出となっています。高校2年生の国体選手に選ばれた辺りから、大学へは
勉強ではなくスポーツで行こうと決心し頑張った結果、神戸の流通科学大学からお声をかけて
いただきました。流通科学大学はダイエー創業者の中内功さんが創られた大学で、当時新設だっ
たこともありスポーツで大学を宣伝しようとしていたようです。私の入学当時のバスケットボー
ル部は関西学生リーグの2部に所属していたのですが、その年に1部リーグに昇格しました。大
学では先輩から様々な事を教わりました。高校時代から練習は頑張っていたつもりだったので
すが、大学の体育会系は比ではありませんでした。また、入学当初より合コンを覚えまして、
7月頃までは週に3～4日のペースで合コンに励んでいました。それが原因かはわかりませんが
なかなか試合にも出られませんでした。当時の生活サイクルは朝起きてパチンコに行って、出
ればそのまま夕方までパチンコをして、夕方から練習をして終われば帰って寝る、を繰り返し
ていました。大学2年になって、練習を頑張りその年は関西学生リーグ1部で4位、さらに西日
本大会ベスト8の結果を出し、インカレにも出場しました。その後バスケットが終わってから
急にオーストラリアに行きたくなり大学を休学し、ワーキングホリデーを利用して行ってきま
した。始めの2ヶ月で語学を学んで残り10ヶ月かけてオーストラリアをバスで3周ほど回りまし
た。一番思い出に残っている事はエアーズロックの北側にキャサリンゴージという渓谷があり、
そこで一人のオーストラリア人と知り合った事です。その人はオーストラリアのパースで精神
科医をしている人で、その後パースの彼の家を訪ねて行ったところ、非常な歓待を受けました。
大学卒業後は、実家の家業である漬物屋に入社しました。この漬物屋は全国でも4本の指に入
るような会社です。入社直後は製造工場に配属されまして1年半ほどの間は1日20時間位働きま
した。その後、品質管理室室長を任され、日本生協さんと一緒に品質管理に関する教育ビデオ
を作りました。その後、敷地面積5500坪の当時日本最大の漬物工場を作りました。その後嫁に
唆されまして保育園経営と不動産屋になる事を決心し、奈良に移り住みました。その時、親父
に殴られる覚悟だったのですが、「やりたいようにやれ」と言ってもらえた事を今でも感謝し
ています。保育園の話が出ましたので少し保育園の話をしておきたいと思います。これは妻に
も宣伝してくる様に言われたのですが、今、あやめ池で定員90名のところ常時約120名の子供
たちを預かっています。また小学生対象の学童保育も40名ほど預かっており、富雄でも定員5
名の家庭的保育、さらには定員19名の小規模保育なども行っております。加えてこの4月より
別の私立の小学校で定員40名の学童保育も行っています。また、奈良のサッカーチームである
奈良クラブの応援の一環として選手3名を保育園で雇用しています。あとちょっとした自慢で
すが、ＮＨＫの子供番組の「英語で遊ぼう」や奈良テレビの「気ままにあるこーく」に出させ
ていただきました。保育園の事は分かっているつもりですので、なにかお困りごとがありまし
たら、ご相談いただければと思います。最後なりますが、私はこのクラブお誘いを市田さんか
ら頂いたときに、「一生の仲間ができる」と言っていただきました。年下の私が仲間と言うの
もおこがましいのですが、このクラブに入れていただいていろいろな気づきを頂きながら仲間
に入れていただき、仲間を増やしてこの奈良の地でしっかり生きて行きたいと思いますので、
これから永いお付き合いになると思いますのでよろしくお願いいたします。拙い話ですがあり
がとうございました。
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ニコニコ箱 本日計 30,000円 累計 2,664,600円

高辻良成 君 國原さん、本日の卓話、がんばってください。
佐川 肇 君 結婚記念日のお花を有り難うございました。
鈴木 譲 君 結婚のお祝いにきれいなお花をありがとうございました。
金星 昇 君 新緑の美しい季節になりました。
野﨑隆男 君 先日は、次年度委員長会議において、次年度中村会長ならびに理事役員、委

員長の皆様、ご利用頂きましてありがとうございました。
清岡義教 君 連続欠席のおわび
渡辺英孝 君 ニコニコ協力
南谷正仁 君 ニコニコ協力
森山斗福 君 ニコニコ協力
山口尚紀 君 ニコニコ協力

次回の例会 ２０１５年６月９日(火) 休会

次々回の例会 ２０１５年６月１６日(火)

今年度活動報告

●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

例会変更のお知らせ

6 月 ■あすかロータリークラブ■
・６月２５日（木）・・・夜間例会の為、時間変更。
時間：18：00より

※ビジター受付：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。

■やまと西和ロータリークラブ■
・６月１６日（火）・・・ロータリーデー参加の為、日時場所変更。
日時：６月１９日（金）奈良文化会館
場所：奈良文化会館

※ビジター受付：６月１６日（火）12：00-12：30まで王寺町
まさごビル1Fにて行います。

7 月 ■やまと西和ロータリークラブ■
・７月２８日（火）・・・定款第６条第1節（Ｃ）により、休会。
※ビジター受付：行いません。


