
本 日 の お 客 様

・倉本堯慧 様（RID2650 2015-2016年度 奈良第1グループ
ガバナー補佐／奈良東ＲＣ）

【藤野会員ご逝去につき、黙祷】

会 長 報 告

ただ今、倉本ガバナー補佐からもご報告頂きましたが、先日日曜日
に現・次年度の県下会長幹事会がございまして無事終了いたしまし
た。
本日第12回今年度最後の定例理事会がありまして、その結果を報告
させて頂きます。
・松岡弘樹会員、徳矢会員、鈴木浩之会員、計良会員からの退会届
が出ておりまして、承認致しました。
・小西会員からの出席規定免除願いが出ており、これも承認しまし
た。
・今月6月19日地区主催ロータリーデーの開催につきまして、それ
に参加されたかたは、ＭＵ扱いにするということに致しました。尚、
当クラブとして来場者の方の誘導ということで、早くお越し頂ける
方は17時に会場に来て頂いて誘導のお手伝いをして頂ければ、と思
いますので、よろしくお願い致します。
・事務所移転について、本日の理事会で、詳しい場所については改
めて皆さんにお知らせ致しますが、大宮通のＮＴＴの向かいのビル
を借りる事に致しました。

委 員 会 報 告

RID2650：有井幹事長
ちょうど5月の例会に出席せず、お詫びを申し上げたいと思います。
と言いますのは、ロータリーデーの集金役を仰せつかって、皆様方
の所に実はお願いに参上をさせて頂いておりました。お蔭様で、大
体当初の目標にほぼ近づいてまいりました。後、奈良県下のロータ
リークラブで1クラブだけまだでございます。個人的には応援をし
て頂いておるんですが、1クラブだけまだでございますので、その
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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43回 6月2日
通算1742回

◎会員数 ７７名
◎出席規定免除者数

２６名
◎出席義務者数 ５１名
◎欠席者 １１名
◎出席者 ５７名
◎出席率 ８３．８２％

第41回 5月19日
通算1740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 ９名
◎補填者 ２＋４名
◎出席者 ６６名
◎出席率 ９２．９６％

例会プログラム

第44回6月16日

通算1743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．今年度活動報告

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」



方にも宜しくお願いしたいと先ほど申し上げた所でございます。非常に残念なのが、当奈良大
宮ロータリークラブの3/4の方がまだ何も申し付けて頂いていないのはただただ残念です。出
来ればお一人につき券3枚はお願いしたいと思っておりますので、一つご了承お願いしたいと
思います。私の方にはまだどなたが購入して頂いているかわかりませんので、分り次第まだの
方には訪問をさせて頂きたいと思いますので、どうぞ楽しみにお待ちください。

雑誌・広報委員会：楠下委員長
毎月「ロータリーの友」の紹介をしないといけない所ですが、いつも見ておりましても例会に
来たら忘れてしまうという感じで、ちょっと3月号と5月号と6月号の紹介を纏めてしたいと思
います。
先ず一つは、6月号ですが、横組みのP.35に2650地区の地区大会について載っております。
それともう一つは5月号横組みP.34「ガバナーのページ」に「品位あるロータリーを目指して」
ということで、北河原ガバナーの文章が載っております。
それからもう一つは3月号ですが、これは皆さんもうお手元にないかと思いますので、家でま
たご覧頂ければと思いますが、たまたま今年また当クラブは米山奨学生で中国の方をお世話す
ることになりました。ちょうどその中国の方の奨学生に対することが横組みのP.42、最初に受
け入れた時の気持ち、いまの応援の仕方、というような、いまちょっと中国と日本のいろいろ
な問題がございます。ちょうどそれを的確に、これは九州福岡県の宗像RCの安増惇夫さんとい
う方がカウンセラーをされて今は熱心に米山奨学生を応援しているという気持ちの変化を如実
に書いておられます。一度ご覧頂ければ、と思います。

RID2650：植村幹事
1年以上前の事になりますが、北河原ガバナー年度が始まるに当り、月信担当幹事をやれ、と
いうことで仰せつかりました。本日6月号最終号を無事に発行できましたことを、ご報告申し
上げたいと思います。尚、ここで厚く御礼申し上げたいのは、表紙の写真ですが、当クラブの
冨川会員にお世話になっておりました。とてもいい写真ばかりで、私も大変嬉しく思っており
ます。残り、総集編が8月か9月にかけて出刊となりますが、冨川さん、その写真も最後一枚で
すので、よろしくお願い致します。以上、ご報告まででございます。

髙野副幹事
・本日例会終了後、次年度理事会を桐の間で開催致しますので、次年度理事役員の皆様ご出席
お願い致します。
・7月7日に次年度ガバナー公式訪問が有ります。それを前に、もし何かご質問や意見が有る場
合は事前に中澤ガバナーエレクトにご連絡しておきたいと思いますので、16日の例会までに私
の所までよせて頂いたらと思います。

国際奉仕委員会：佐川委員長
先週お知らせとお願い申し上げました。既に受付の所に以前より置かせて頂いております、バ
ヌアツ台風・ネパール地震の災害義援金ですが、併せて1,000円のご寄付をお願いしたいと思
います。これは年度を超えまして7月の末に地区に送金することになることになっております。
これから何度かこの会場で（募金箱を）回させて頂きたいと思いますので、宜しくご協力の程、
お願い致します。地区からは一人1,000円目標となっておりますのでお願いします。もう既に
何名かご協力頂いておりますが、重複しても結構ですので、よろしくお願い致します。

「ロータリーデー」実行委員会：増井委員
ロータリーデーのチケット及び個人協賛についてご報告致します。前回前々回の例会に状差し
に申込書を入れさせて頂きましたが、用紙がないということがございましたら、私の方に申し
付けて頂きますともれなく直ぐにお持ちいたします。チケットは1枚6,000円、個人協賛は1口
10,000円からです。奮って受け付けておりますので、よろしくお願い致します。因みに私ども
チームで動いておりまして、チケットに関しては野末君、協賛金に関しては南谷さんにきちっ
と管理して頂いていますので、私が受付をさせて頂いておりますが、この3人できちんと管理
させて頂いておりますので、よろしくお願い致します。皆で盛り上げていくためには、当日た
とえお一人でも来て頂いて、みんなで黄色いジャケットを着たりしてみんなで盛り上げて行き
たいと思いますので、宜しくご参加、ご協力をお願いします。

幹 事 報 告

・次週の例会は休会となります。
・次々週（16日）の例会では、各委員長に、今年度の活動報告の発表をお願いいたします。
ご欠席の場合は、副委員長等、代理の方にお願いいたします。
・あわせて、年間報告用の用紙を状差しに入れました。発表内容をふまえ、ご記入くださいま
すようお願いいたします。
・土谷会員は体調がすぐれないため、入院されています。治療の過程で体調がすぐれない日も
あることから、申し訳ありませんが、お見舞いはお控え願いたいと、ご本人から連絡がありま
した。
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倉本堯慧 様（RID2650 2015-2016年度 奈良第1グループ
ガバナー補佐）よりご挨拶

みなさんこんばんは。今年度ガバナーを輩出されました奈良大宮
クラブ、皆様非常に御苦労されたと思います。先日も県下の会長
幹事会のホストをやって頂きまして、有難うございました。次年
度奈良県第1グループ、北和7クラブのガバナー補佐を拝命致しま
した倉本堯慧と申します。奈良東ロータリークラブに所属してお
りまして、職業は仏教で、帯解寺の住職をしております。お寺の
事はまた後で申します。次年度のガバナーは中澤ガバナーでござ
いまして、京都南ロータリークラブ、次年度のＲＩ会長はスリラ
ンカの方で、Ｔバックで財を成したと言われる方です。そのＲＩ
会長は、『世界へのプレゼントになろう』とおっしゃっています。その主旨に則って中澤ガバ
ナーエレクトは『「個性」と「憧れ」のあるクラブを作りましょう』ということで
一、クラブの主体性を第一に
二、クラブの「個性」を明確に
三、「憧れ」のロータリークラブを目指しましょう
という実践目標を掲げられました。奈良大宮ロータリークラブなどは頑張っておられますので
皆様方はご経験があると思いますけど、大きな奉仕活動をやられたら、参加して感動したとい
うような経験があると思いますが、それがまたロータリー活動に活発になる基になるのではな
いかとかように思っておりまして、そういうクラブに入ったら「良いクラブに入ったな」と
「憧れ」になる、とそういうことを思ってこういう目標を掲げたんじゃないかと私は推測して
おります。この実践目標に向かって、奈良北和7クラブの皆様と共に各クラブが立派に活躍さ
れるように一緒に頑張りたいと思います。そしてまたガバナーと皆様方とのパイプ役として精
進致したいと思いますので、宜しくお願いしたいと思います。当面、7月7日、このクラブはガ
バナーを輩出されましたので、ガバナー訪問が1番早いスタートとなります。七夕の日です。
その前に6月30日に、私の都合もあり申し訳ないのですが、16時～クラブアッセンブリー（ク
ラブ協議会）をして頂きますので、一つ宜しくご協力の程、お願いしたいと思います。以上で
ございまして、お寺のことは、たまたま明日ＢＳフジで「古都浪漫こころ寺巡り」という番組
が有りまして、夜の10時からそこで薬師寺さんと私の帯解寺が出ますので、もしお時間があり
ましたらご拝聴頂きましたら大変有難いと思います。以上でございます。有難うございました。

会 員 卓 話

松岡 嘉平治 会員「長寿寿齢賞を受賞して」

「まず健康」
人間の生活の中で一番大切なことは、まず日々を健康で過ごせ

ること。それが一番の幸福ではないだろうか。莫大なる富を持っ
ても、非常に高い名誉ある地位についても体調が不十分で健康で
なければ、いずれも楽しいものではありません。出てくる言葉は
「まず健康」ですが、いかにすれば健康になることができるので
あろうか。誰もが求める一番大切なことであります。

日々の生活を楽しく健康で暮らせるほど幸せなことはありません。誰もが望むものでありま
す。健康がいかに大切であるかと感じるのは病気になったときであります。そのとき初めて自
分自身の体調の大切さに気付くのであります。元気で日々を暮らしているときには決して病気
のことなど考えません。また、そんな臆病な日々を過ごしていては人生は楽しくありません。
健康で毎日を楽しく過ごし、食事をおいしくいただける毎日が本当の人生であります。

しかし、人間とて生物でございます。いつ何時どんな病気になるかは誰も知ることはできま
せん。私が現在までの九十年間の生活を振り返って思いますのは、自分はほんとうに幸せであっ
た、自分程幸せな人生を送ってきた人間はあまり多くないのではないかということであります。
少しでもこの幸せな人生経験をお話して、少しでも社会の皆さんが私のような健康な人生を送っ
て頂けたら、社会に役立てることができればと考えております。

人生で一番大切なこと、健康に生きるための日々の生活、それは私の長い経験から申し上げ
ますと、まず「良くから離れること」であります。これは昔からよく言われることであります。
無欲の生活は大変結構なことでございます。良くは決して自分から求めてはならないもので、
良くは他人からいただくものである。これは古人のことわざでもよく言われることであります。
まず人間が良くから離れることで逆に欲が集まってくるものであります。よくのない人間生活
ほど気楽なものはありません。しかし、現在の世の中はすべてのことが欲に絡んだものでござ
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います。欲から離れる事はなかなか難しいことだと思います。しかし、良くから離れることが
健康第一に繋がると思えば難しいものではございません。古の聖人が必ずもうしました「とろ
うとろうはとられるものと」という言葉をよく理解せねばなりません。日々の生活の中でも通
用する言葉であります。皆さん方の中にも経験された方もおられるのではと思います。健康で
あることは、人生でどれだけ幸福であるかがうかがえるのであります。「まず健康」これほど
簡単で素晴らしい言葉は無いと私は信じています。

ここで、私の戦場（ビルマ戦線六年間）でのお話をしたいと思います。まず、戦争ほど悲惨
なものはありません。このことは戦争を経験したもののみが言える言葉であります。何も知ら
ない幼子や女性まで巻き込んだ戦争はほんとうに悲惨であります。私は戦争は二度と起こして
はいけないと言えることを十分経験してきました。ジャングル生活も大変長く続きました。米
を見ない日が何カ月も続いたこともありました。その度に何名かの戦友が病気のために死んで
行きました。ある兵士が死の前に「せめてお腹いっぱいの米のご飯を食べたい」と叫んだこと
が私の耳に残っております。当時、死を考えたことはございません。頭にあったのは、何とか
して生きて帰りたいということのみであります。とにかく食べられるものがあれば、とジャン
グルの中を探し求め歩いたものであります。現在の世の中ではとても考えられません。そんな
状況の時でさえ、健康体である人はどうにかしのぐことができたのであります。しかし、体の
弱い人とはどんどんと別れていくことになりました。この経験からも、つくづく体の大切さ、
健康の大切さを思ったのであります。
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ニコニコ箱 本日計 51,000円 累計 2,715,600円

倉本堯慧 様（2015-2016年度 RID2650 ガバナー補佐）次年度ガバナー補佐を拝命しており
ます倉本です。本日は、ご挨拶にお伺いしました。合掌

福本良平 君 本年度もあとひと月となりました。皆様の最後までの御支援よろしくお願い
致します。松岡さん本日の卓話よろしくお願い致します。

高辻良成 君 松岡さん、本日の卓話ありがとうございます。楽しみにしています。
楠木重樹 君 本年度最後の卓話です。松岡様、本日はよろしくお願い致します。
渡辺英孝 君 松岡さん、本日卓話楽しみにしております。
松岡弘樹 君 松岡さん 本日の卓話大いに楽しみです！！同じ松岡でも大違い。見習って

健康管理に留意します。
弓場裕史 君 松岡さん卓話楽しみにしております。
武藤廣茂 君 国際大会参加の皆様の無事を祈念して
山本直明 君 矢追様、石野さん昨日はありがとうございました。
有井邦夫 君 5月例会欠席のお詫に！忘れられない様に出席致しました。
南谷正仁 君 3月決算がようやく終わりました。

これからしばらくは休めそうでしたのに・・・・・・
冨川 悟 君 ニコニコ協力
門脇伸幸 君 ニコニコ協力
市田富久夫君 ニコニコ協力
河野里志 君 ニコニコ協力
森山斗福 君 ニコニコ協力

例会変更のお知らせ

6 月 ■五條ロータリークラブ■
・６月２４日（水）・・・最終例会の為、変更。
時間：18：00より
場所：柿の葉ずしヤマト 夢宗庵

※ビジター受付：12：00-12：30まで南都銀行五条支店にて行います。

■奈良ロータリークラブ■
・６月２５日（木）・・・例会場及び時間変更。
時間：16：00～17：00
場所：春日ホテル「丸窓の間」

※ビジター受付：12：00-12：30まで奈良ホテルにて行います。

次回の例会 ２０１５年６月２１日(日)

家族親睦例会

●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


