
本 日 の お 客 様

・松尾 通 様（東京恵比寿ＲＣ）
・安藤邦子 様（東京恵比寿ＲＣ）
・小泉 勇 様（東京恵比寿ＲＣ）
・佐竹律香 様（東京恵比寿ＲＣ）

会 長 挨 拶

本日は長い秋雨の降る中、皆様御出席頂きましてありがとうござい
ます。先週の例会でもご案内致しましたが、9月3日（木）事務所の
移転を完了しました。協力、ありがとうございました。電話番号・
ＦＡＸ、メールアドレスはかわらず、全て復旧しております。また8
月理事会の報告でも申し上げましたが、引越しの完了に伴いまして、
文書記録保存委員会の活動を開始いたします。各文書の保存規定を
定め、過去の文書を整理するというのが主たる目的であります。委
員長の小池さんを筆頭に、委員の高辻さん、楠木さん、中嶌さん、
多田実さん、それから私と幹事の髙野で配属しております。いろい
ろとお世話をお掛けしますが、どうぞよろしくお願い致します。

委 員 会 報 告

RID2650：北河原PG
幹事から報告頂いたら良かったんですが、今年6月にブラジルサンパ
ウロで国際大会がございましたが、その際どのぐらいの方が参加し
たのか、という報告をまっておったんですが、やっと私の手元に届
いたものによりますと、全世界からの登録者数ははっきりしないそ
うなんですね。ここが南米だからかどうかわかりませんが、但し、
一応約14,000人以上と言われておるそうです。しかし14,000という
数字が多いのか少ないのか、例年の世界大会と比べると、遠方とい
うこともあったのか少し少なかったのかもしれません。因みに日本
からの登録者数は906名ということなんですが、実は「日本からは2,
000名登録する」と大見得を切った日本のロータリーの重鎮の方がお
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『和と飛躍』

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10回 9月8日
通算1755回

◎会員総数 ７２名
◎出席義務者 ４６名
◎出席規定免除者(a)

０名
◎出席規定免除者(b)

２６名
◎本日出席 ５６名
◎本日欠席 ９名
◎本日出席率８６．１５％

第8回 8月25日
通算1753回の修正

◎欠席者 １０名
◎免除者の欠席者 １０名
◎欠席者の補填者 ８名
◎免除者の補填者 ３名
◎出席率 ９６．９２％

例会プログラム

第11回9月15日

通算1756回

１．開会の点鐘

２．ソング「夕焼け小焼け」

３．お客様の紹介

４．会務報告

５．卓話

慈光院 閑栖 尾関紹保様

６．閉会の点鐘

国際ロータリー第２６５０地区

ガバナー 中澤 忠嗣

「クラブに「個性」と
「憧れ」を！」



られるんですが、「2,000名なんて到底無理だろう」と我々同期のガバナーは言っておったん
ですが、案の定906名ということだったようです。当地区からは42名の方が登録をして参加し
て頂きました。34地区ありますから、906名ということは平均すると1地区26～27名ですが、勿
論地区によってそれだけもいってない地区もあります。そういう意味では、42名参加して頂い
たということは本当に有難い事だったな、と当時のガバナーとしましては、私も感謝申し上げ
たいと思います。以上、報告致します。

姉妹・友好担当委員会：谷川委員長
先ほど東京恵比寿RCの松尾様の方から20周年のご案内がございました。本日から出欠の方を回
覧しておりますので、是非多くの皆様、出席頂きますようお願い致します。27日は、当クラブ
の例会は休会になっておりますので、是非皆さんで東京恵比寿の方へ伺いたいと思います。よ
ろしくお願い致します。

青少年奉仕委員会：増井委員長
「労働に学ぶ」を今年も三笠中学の方でされることになりました。10月30日です。講師依頼が
参りましたので、皆様の所にも今迄の経験者の方に、ご依頼が来ると思います。その時に、よ
ろしければ講師を受けて頂ければ有難いと思います。簡単ですがご案内に変えさせて頂きます。

親睦活動委員会：門脇委員長
第1回親睦ゴルフコンペを開催致します。開催日は10月15日（木）、場所は飛鳥カンツリー倶
楽部でございます。INコーススタートで10時スタートとなります。今から出欠の回覧を回しま
すので、どうぞご参加の程、よろしくお願い致します。

雑誌・広報委員会：森山委員長
「ロータリーの友」の紹介をさせて頂きます。出来れば先週ご紹介させて頂きたかったんです
が、私がお休みでしたので、大変申し訳ございません。お手元にない中、二つ。
・ロータリー希望の風奨学金の記事が（横組みの）P.28に載っております。北河原パストガバ
ナーが8月4日ロータリーの奨学金のことを皆さんにここでご紹介されています。その記事が載っ
ていますので、また一読して頂ければ、と思います。
・「俳壇」のコーナーで、飯田さんが今回も載っております。「心して孑孑の水覆す」という
句でございます。ご一読ください。

プログラム委員会：清岡副委員長
恒例となりました次回の卓話の予告タイムでございます。9月15日、卓話講師としまして、慈
光院 閑栖 尾関紹保 様をお迎えし、演題として「大圓通」をお話頂きます。内容 としまし
て、大名、片桐石州の菩提寺で、素晴らしい庭園が残された臨済宗大徳寺派の慈光院閑栖の尾
関様にご自身の経験を踏まえて、観音さまのお心の「大圓通」をお話いただきます。皆様是非
ご期待ください。

幹 事 報 告

・ガバナー事務所から、中澤忠嗣ガバナー杯野球大会の案内が来ております。予選が来年2月2
0日にあるということで、もし腕に覚えのある方、当クラブでチームを作ってやってみようと
いうことでありましたら、私の方までご連絡頂ければ、と思います。
・2018-19年度地区ガバナー（ガバナーノミニー・デジグネート）の推薦依頼が届いておりま
す。受付期日が11月20日（金）ガバナー事務所必着ということですので、推薦がございました
ら、私の方にご連絡頂きますようによろしくお願い致します。
・ 後になりますが、先週の例会で、これまでずっと永年愛用してきたエレクトーンをどなた
かお引き取り頂ける方がいらっしゃいましたらご連絡を頂きたいと申し上げておりましたが、
今の所希望者ございません。もしご希望がなければ、処分してしまう事を考えております。引
き取っても良いよという方がおられましたら、例会終了後に私の方にご連絡頂けたら、と思い
ます。
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松尾 通 様（東京恵比寿ＲＣ）よりご挨拶
皆様こんばんは。今ご紹介いただきました東京恵比寿RCの松尾と
申します。私は、東京恵比寿RC初代幹事で、四代目の会長でござ
います。
今年めでたく20周年を迎えることができました。本当に有難いこ
とだと思って感謝をしております。つきましては今日、ご案内に
参りまして、是非この奈良大宮の多くの方々が私たちの20周年記
念行事にご参加頂きますよう御願いに参りました。概略はプリン
トに書いてありますが、前夜祭、ゴルフ、そして当日の式典と祝
宴となっております。ざっと申し上げます。
前夜祭から申上げます。前夜祭は、2015年10月26日（月）18：30
～新宿の駅のすぐそばにある京王プラザホテル、ここに設けまし
た。奈良大宮ロータリークラブの皆様はご招待でございますので、
会費は無料でございます。この日は、私たちはもう一つ姉妹クラ
ブを持っておりまして、台北永福RCでありますが、ここから約30
名の、ここは女性だけのクラブですので、女性会員30名が見える
と思います。そして奈良大宮の皆様と一緒に懇親をして頂こうと
思っております。アトラクションは、今篠笛の非常に売り出し中
の若手のアーティストなんですが、佐藤和哉という方をお招きしております。篠笛というとて
も古い楽器ですが、これをモダンに演奏するということになろうかと思います。楽しい、気楽
な、カジュアルな会ですので、どうぞたくさんの方にお見え頂くようお願い申し上げます。
それから次に翌日の昼間は私たちのゴルフ同好会がアテンドして、ゴルフをご希望の方にはお
楽しみを頂こうと思っております。さて、18日の夜、私たちの例会場でありますウェスティン
ホテルで創立20周年記念の式典を行います。17：00～登録開始で18：00～開会でございますが、
記念式典と記念講演がございます。記念講演は、石井幹子さんという東京タワーの照明なんか
をやってらっしゃる方で、照明デザイナーとしては日本だけではなく世界でも非常に有名な方
です。因みにレインボーブリッジも石井さんがやってらっしゃいますが、東京タワーでいうと、
一晩照明を点けても大したお金がかからないんですね。確か、時間当たり￥4,000位で済んで
いると思います。非常に安いお金であぁいう照明ができるんだ、と感心したことを覚えており
ます。実は私たちアメリカ橋の街灯を10周年の時に作りまして、今度はアメリカ橋公園という
所に光のモニュメントで噴水を作ります。これは私たちではなく、東京都渋谷区と共同事業で
ございますが、それを石井さんに照明をお願いしたという経緯がございます。それから祝宴に
入りまして、これはもうちゃんとした、座ってするディナー形式で行いたいと思います。当日
のアトラクションはほとんど自前で、他からゲストを呼ぶのではなく、私たちの中にアーティ
ストがたくさんおりますので、自前でやりたいと思っております。本席、今日出ております佐
竹律香さんはシャンソンの歌手でありますし、佐竹さんも当日歌って頂けることになっており
ます。尚、佐竹さんは京都のタワーホテルで11月17日にリサイタルを行われますので、お近く
ですので、もしご希望の方はこちらにもいらして頂ければ、有難いと思っております。
ということが概略でございます。私たち現在メンバー111名おります。結構ビッグクラブにな
りました。皆様方をみんなでお迎えしたいと思っておりますので、どうぞ賑々しくお越し下さ
いますようにお願いしたいと思います。どうもありがとうございました。
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卓 話

社会福祉法人 奈良いのちの電話協会 理事長 小林茂樹様
「いのちの電話と関わって」

皆様、こんばんは。
貴重な機会をいただきまして感謝いたしておりますと同時に、大
変恐縮に思います。
私ども協会は日頃は相談の現場に入っており、日頃外に出ること
もあまりございませんので、こうやってオープンな場所でPRがで
きるということに大変感謝いたしております。
限られた時間でございますので、こういう内容で皆様方にお伝え
したいなということを簡潔に3点まとめておりますので、その順番
でお話をさせていただきます。
まずは、社会福祉法人でございます私達の協会の概要。そして、
現状14年連続3万人自殺者がおられるという状況。そういうことに
始まります自殺を取り巻く社会情勢が二つめでございます。そし
て、 後にどのようにして私がこの協会に関わるようになったの
か。講演のタイトルが「命の電話と関わって」ということでございます。関わってどうなった
のか、どのように思うのか、これからどうしようとしているのか。そういった将来に繋がるよ
うなことに、私と協会との関わりの経緯を含めてお話をさせていただこうと思っております。
初に、本日は9月8日でございます。2日後に9月10日となるわけですが、私どもは奈良大宮ロー

タリークラブさんに本当に素晴らしい日に出番をいただいたと感心いたしております。では、
9月10日はいったい何の日なのか、ということでございます。少し前であれば、9月15日は敬老
の日でございました。そして今年は9月23日が秋分の日でございます。9月1日は関東大震災の
日でございます。9月10日は、実は世界自殺予防デーでございます。実は私もこういった協会
の代表者でありますが、たまたま訪れました市役所で知りまして。奈良市役所の入口のところ
に9月10日から9月16日までの一週間が自殺予防週間であると書いてありました。はて、どうし
て9月10日から始まるんだろうということで、そういったことを知らなければと思い、ネット
で調べましたところ、9月10日が世界自殺予防デーだったということでございます。本当にそ
ういったことを弓場委員長がご存知であったのか、はたまた偶然なのかわかりませんが、私自
身も9月10日がそういった日であるということを、この機会に勉強させていただきました。た
だですね、数字の裏付けがございまして、幅広い年代層ではなくて、子供達ですね、学生さん、
児童、生徒。こういった子供さんの自殺に関する資料を長年に渡って積み上げていきますと、
365日あるなかで も多くの子供さんが自殺をされてしまう日という特定の日がございまして、
それが9月1日であったということが先日発表されました。想像の域を出ませんが、新学期を迎
えてまた行きたくもない学校に行く、いじめに遭う、そういったことを苦にしての自殺である
のではないかなと思っております。社会人も同様でありまして、新しい年度を迎えて、夏休み
を経て、9月からいよいよ頑張って仕事をしなければいけないという心と現実とのギャップで
悩む人が多いのではないかなということでございます。はじめに9月10日という日のご紹介を
させていただきました。早速ですが協会の概要でございます。私どもは社会福祉法人でござい
ます。昭和54年に設立をいたしまして、その後、数年を経て社会福祉法人としての認可を得て
おります。初代の理事長は元近鉄社長の今里英三氏でございます。当時、近畿日本鉄道を退職
されて、おそらく相談役という肩書をお持ちだったと思いますが、お隣の大阪府に関西いのち
の電話協会が設立され、その運動を是非とも奈良にも根付かせたいということで女性の方々が
中心になって設立をされ、そしてある程度、社会的にも知名度がある、実力もあるということ
で今里英三氏に初代理事長の任を頼まれたということであります。その後、今里英三氏の後に
阪本竜児氏、臨床心理の世界の指導者でいらっしゃいます高橋史郎氏、植村圭子前理事長、そ
して私と順番にバトンを貰っているところであります。活動の内容でございますが、電話相談
でございます。2名ないし3名の専門の相談員が受話器の前で電話を待ち、電話の向こうで相談
をされる方はほとんど匿名で、このようなことで悩んでいるということをお話しされます。35
局1000番という電話回線で受けまして、万が一、相談内容が複雑になったり行き詰まったとい
うときには、救いの手を差し伸べる意味で3人目がいるということであります。一日当たり概
ね2名ないし3名、24時間を5つの時間帯に区切ってやっていくということでありますので、野
球に例えると3×5、3人掛ける5つのブロックで24時間を15人で交代で守っていくということで
ございますので、総入れ替えをした場合は15×30、ベンチ入りの選手が450人いれば一か月に
一回ずつの出番で対応できるということですが、実際に450人も相談員が集まりません。
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一か月間に2回ぐらい出番があるとして、225人いれば24時間365日がなんとかやっていけると
いう計算でございます。
実際は24時間365日、先程ご紹介があったのですが、これを実現できているところはおそらく
半分ぐらいだろうと思います。時間帯が朝8時ぐらいからとか、夜は10時ぐらいで終わりとか
ですね、そういったところでございます。あるいは日曜日は休んでいるとか、そういうところ
が多いのですが、我々奈良の協会は昭和54年の設立当初から一番高いハードルを越えていこう
ということで眠らぬダイヤルを目標にいたしております。従って、設立当初の相談員養成講座、
相談員を養成するための学校を開校したところ、100人もの多くの人が応募してこられたとい
うことで、一年間で100人、翌年にもう100人増えれば200人体制でスタートできるということ
ですから、三年目くらいからは定員を50人ぐらいに絞って新しい相談員を募集してきたという
ことでございます。全国47都道府県でありますが、だいたい各都道府県に一か所ずつございま
す。ですから、奈良県には一か所ございます。お隣の大阪府、京都府にも一か所ございます。
電話相談のボランティア、自分には何もできないけれども電話で悩みをひたすら聞く、そして
聞きながら相手が自立をしていく、相槌を打ちながら、大変ですね、頑張ってくださいね、ど
のようなお仕事をされているのですか、お医者さんには行かれたのですか、このように相手の
相談に対して真摯に耳を傾けて、それに対してある程度の応用力を生かしながら、心に寄り添っ
ていくなかで次第に相手が心を開いていって、また明日からも頑張ろうという気持ちを持って
いただく、これが相談現場の実態でございます。今まではなんとか200人ぐらい、いわゆるベ
ンチ入りの選手が集まっていたわけでありますが、相談員不足が全国共通の課題でございまし
て、200人が190人に、190人が180人に、というのが現状でございます。一年に一度、全国の理
事長、事務局長が集まる会議がございますが、共通する課題は全てこの2つでございます。人
手不足、相談員不足、そして数多くの企業また個人さんにご協力をいただいております会費で
ございますが、一年間で事業予算が約2000万円少々かかりますので、多くの浄財をいただいて
いるとしても同規模の事業をやろうとするならば少しずつお金が足りないという状況にありま
す。前後いたしますが、奈良大宮ロータリークラブさんにおかれましては私ども協会が長年に
わたり資金的にご支援をいただいておりますということを、この場を借りて御礼を申し上げた
いと思います。また、今日お配りいたしております事業計画書でございますが、この事業計画
書の 後数ページかに色々な形でご協力いただいた団体個人のお名前を紹介させていただいて
おります。会費という形で会員になっていただき、年間10000円、30000円あるいは5000円、こ
ういう形でご協力いただいている方のお名前を載せさせていただいており、奈良大宮ロータリー
クラブさんも掲載させていただいております。そして、資金的なご協力でなくても私どもの相
談員に対する研修会の講師をお勤めいただいている方でありますとか、相談員として協力いた
だいている方、物心両面、色々な形でご協力いただいている皆さん方をこのなかで紹介させて
いただいております。また、私どもの人的体制については、このなかの29ページに書かせてい
ただいておりまして、理事15名そして評議員31名、これが私どもの体制でございます。協会の
概要は以上でございます。
社会情勢でございますが、冒頭に申し上げた14年連続30000人を超える方が自らの命を絶たな
ければならないという何とも悲惨な状況ですが、この2012、13、14と3年連続で30000人は割っ
ております。28000人台、27000人台、そして昨年2014年は25000人台になっております。私ど
もの世界ではよく100000人あたりの自殺者数という表現をするのですが、現在で言えば100000
人あたり20人とか24人とか、こういう表現をいたします。その点で言いますと20数名というこ
とになるのですが、奈良県は47都道府県を順番に並べた場合、47位か46位。これはワーストと
言うべきか、ベストと言うべきか、要するに少ないわけでございまして、有難くホッとする数
字でございます。この10年ぐらいを平均すると間違いなくワースト1でございます。要するに
自殺者が一番少ないということで恵まれた状況にあるわけでございますが、これは自殺が発生
した場所でカウントされますので、裏を返せば事業者数が少ないとか他府県にお勤めの方が多
いといった面もあろうかと思われます。奈良県が色々と調査・分析もしているところで、何と
関連するのか断言はできませんが、例えば秋田県であればアルコール摂取量が非常に高く、対
して奈良県の場合は非常に低いということも言えるわけであります。私が申し上げました中小
企業・事業者数も奈良県の場合は少ないということも言えるわけであります。世界的に見たら
どうかということでありますが、先程9月10日が世界自殺予防デーと申しました。このことも
皆さんに覚えていただいたら少し参考になろうかと思うのですが、主要62カ国で自殺率の高い
ところを順番に並べた場合に一番自殺率が高い国はリトアニアでございます。日本が100000人
あたり24.4人という数字に対して、リトアニアは34.1人という数字でございます。日本はこの
主要62カ国のなかで、自殺率の高い順から8番目ということでございます。アジアでは2位でご
ざいまして、韓国が1位の31人でございます。その他、色々な国があるのですが、覚えていた
だきたい点として、62カ国で も自殺率の低い国は100000人当たり6.3人。日本の4分の1ぐら
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いの発生率なのですが、イタリアでございます。ちなみにイギリスが59位でタイが54位、オラ
ンダが48位でございます。例えばロシアは非常に自殺率が高く、生活習慣の面で強いお酒を飲
む国ということは当てはまるのですが、ではイギリスが低いということの説明がつかず、まだ
なかなか分析ができないところであります。
次に小林茂樹個人と協会との関わりでございますが、ひょんな出会いということでございまし
た。昭和54年、この協会が産声を上げたときにですね、まず課題になりましたのが相談の現場
をどこに設置するかということでございます。相談員の性別は大部分が仕事を持たない女性、
子育てを終えられて、ある程度の時間がある、そして家族の理解のある方々。
となりますと、やはり主婦ということになります。粘り強く相手の話を聞くという面からも、
むしろ女性の方が適しているということも言えるようでして、協会の実情を申し上げれば女性
が多いのですが、そういった方が通いやすい場所と言いますと駅前となります。24時間使うわ
けですから、公民館とか企業の事務室などは時間の制約があってなかなか難しい。
そして、開設間もなく財政的には脆弱な基盤であるわけですから、理解のある企業でなければ
そういった所も借りられないということでありまして、初代の理事長の今里英三氏が、近鉄時
代の同僚でありました私の祖父に依頼をして、西大寺の駅前にありましたビルの小さな狭い部
屋に相談センターを開設した。これが私ども三和住宅といのちの電話との出会いでございまし
た。その後、熱心に相談されている現場を目の当たりにし、父が色々な面での協力をしながら、
また一会員として応援をしてきたわけなのですが、共同精版印刷の近東宏光先代社長もこの協
会に対して大きなご支援をされていました。閉鎖的になりがちな協会なのですが、一年に一度
チャリティーゴルフをして、いのちの電話をPRしていこう、ゴルフをされる個人さん、あるい
は企業経営者、団体の皆さんを幅広く募って、いのちの電話のことを知って協賛をいただこう、
そして一日あたり15万円や20万円の多額のご寄付をいただくという企画を長年にわたりしてこ
られました。その近藤さんに依頼を受けてチャリティーゴルフの実行委員長をさせていただい
たのが、私が協会と関わり合いを強くしたきっかけでございます。ちょうど私もゴルフ練習場
の経営をやっておりましたので、フロントの事務員を何人か手伝わせながら、スコアを付けた
り商品を用意したりしながらやってきて、チャリティーゴルフの応援をしていただけなのです
が、なんとなく協会に対して他に何かできないのかなと思っていた矢先に、先代の植村圭子理
事長がもう少し社会的に動ける、そして体力もある、チャレンジ精神のある、そういう人材を、
ということで調べられまして、協会に対する経験も知識もそれほどなかったのですが、依頼を
受けて2011年から私が理事長を務めさせていただいております。よく、いのちの電話を表現す
るときに3つのボランティアというのですが、まず 初に相談員さん、これは電話を聞くボラ
ンティアでございます。2つめは、これは縁の下の力持ちですが、相談員の指導役となられる
カウンセリング、臨床心理、あるいは宗教家など専門的領域のボランティアでございます。そ
して3つめが資金ボランティアでございます。奈良大宮ロータリークラブさんをはじめ、多く
の皆さんに資金ボランティアとしてご協力いただいているわけであります。私はこの3つのど
れに入るのかなと言いますと、3つの方々の数を増やすために日々PRをして、お願いとお礼を
申し上げて回るというのが、私の仕事かなと思っております。全国50センターが一同に会する
全国大会、全国研修を持ち回りでやっておりまして、今年は鹿児島県でございます。
来年はどこでやるのかということを決定していなかったのですが、奈良でやってみてはどうか
という動きが今ございます。来年の10月、奈良市以外の奈良県のどこかでやれたら、というこ
とを考えております。
協会と私の出会いということを申し上げましたが、日々、自分ができることは何だろうなと考
えております。理事長といいますと本来は常勤、毎日毎日事務局に詰めるというのが在り方と
は思うのですが、そういう面からすると私は専ら政治活動を続けております。そして、それ以
前でありましたら企業経営にも携わっておりましたので、いのちの電話協会では非常勤の理事
長でございます。そんなことでできるのか、務まるのかということでありますが、なんとかや
らせていただいているところであります。数少ない人脈を一人、また一人と辿りながら1000も
の個人・企業から平均10000円、合計して1000万円少々を一年間頂戴して、運営をさせていた
だいているというわけでございます。3つのボランティアのなかのどれか1つに、皆さん方、ご
加入いただけたら有難いと思っております。
今日は袋に色々と詰めさせていただきました。本当は私、事務局長にはこの資料だけで十分だ
と申し上げたのです。しかし、協会のいろはを知っていただくという意味においては、この資
料もご覧いただいたほうがいいということで、これをお配りしたのです。今まで私も何度かロー
タリーさんの卓話に行かせていただいたのですが、振込用紙を入れさせていただいたことが多
かったのです。しかしこれは何か無理強いをするようで良くないなと。実際にはそれほど多く
の方に、その後お振込みいただいているということもございません。既に会員になっていただ
いている方が多いですから。そういうことで二重にお願いするようなこともあって心苦しいの
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ですが、ついつい今日事務局長が事務局で封筒を入れているときに、思い余ってやっぱり入れ
させていただきました。しかも、奈良大宮ロータリークラブと書かせていただいております。
その部分は書いていただかなくても、5000円あるいは10000円、お振込みいただけたらいいと
いうことになっております。一年に何度でも結構でございます。今日は私よりもご理解の深い
協会関係者も、このなかに何名かおられるわけでありますが、僭越なことを申し上げて失礼い
たしました。時間が参りましたのでこれをもって終わらせていただきますが、冒頭申し上げた
ように貴重な時間をこの協会のPRのために使わせていただきましたこと、そして弓場さんを通
じて小林茂樹の宣伝をさせていただいたことを御礼申し上げ、終わらせていただきます。どう
も有難うございました。

7

ニコニコ箱 本日計 63,000円 累計 720,000円

【社団法人奈良いのちの電話協会 理事長】小林茂樹 様
今日はいのちの電話のPRをさせて頂きありがとうございます。ニコニコ！！

中村信清 君 秋雨の長続きで足元の悪いのにご苦労さまです。今後ともよろしくお願いいた
します。小林さま、本日はよろしくお願いいたします。

髙野 治 君 小林様、本日の卓話、宜しくお願いいたします。東京恵比寿ロータリークラブ
の皆様、本日は足元の悪い中、遠路はるばるお越しいただき有難うございまし
た。

北河原公敬君 恵比寿RCの皆様、足元のお悪い中わざわざご来訪下さり恐れ入ります。20周年
式典を目前にお忙しい中ありがとうございます。皆様を心よりご歓迎申し上げ
ます。

有井邦夫 君 東京恵比寿RC御一行ようこそ。
北神徳明 君 小林茂樹さん 本日の卓話よろしくお願いいたします。
福本良平 君 小林理事長 本日の卓話よろしくお願いいたします。
成田 積 君 小林茂樹理事長様 本日の卓話、歓迎です
野﨑隆男 君 小林様 本日の卓話よろしくお願い致します。
山口尚紀 君 小林茂樹さん 本日は宜しくお願い致します。
飯田二昭 君 大峰山登山お世話になり有難うございました。森下さん 中嶌さん「小先立」

の辞令おめでとうございました。
楠原忠夫 君 9/6(日)大峰山登山奈良ロータリークラブ山歩き会と合同、総勢12名、ヤクルト

のタフマン飲んで元気に登頂して来ました。谷川さんに感謝。
佐川 肇 君 良きことがありました。ニコニコ
増井義久 君 9月19日うどんルーツサミット奈良の食文化祭をさせていただきます。春日大社

さんのハクタクうどんを作らせていただきました。
植倉一正 君 ニコニコ協力
谷川千代則君 ニコニコ協力
森山斗福 君 ニコニコ協力
辻本和弘 君 ニコニコ協力
清岡義教 君 ニコニコ協力
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例会変更のお知らせ

9 月 ■大和郡山ロータリークラブ■
・９月２１日（月・祝）・・・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。

10 月 ■大和郡山ロータリークラブ■
・１０月５日（月）・・・ガバナー公式訪問例会

（生駒RCと合同）の為、時間・場所変更。
日時：10月5日（月）17：30-20：30
場所：ホテル日航奈良

※ビジター受付：行いません。

■生駒ロータリークラブ■
・１０月７日（水）・・・（大和郡山RCとの）ガバナー公式訪問

合同例会の為、日時・場所変更。
日時：10月5日（月）17：30-
場所：ホテル日航奈良

※ビジター受付：行いません。
・１０月２１日（水）・・・40周年記念事業

「希望の明かりプロジェクト」に
振り替えの為、日時・場所変更。

日時：10月24日（土）
場所：生駒市北コミュニティセンター「ISTAはばたき」

※ビジター受付：行いません。

■あすかロータリークラブ■
・１０月２９日（木）・・・夜間例会の為、時間変更。
時間：19：00より

※ビジター受付：10月29日（木）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。

２０１５年９月２２日(火) 休会

次回の例会 ２０１５年９月２９日(火)

卓話 奈良大宮ロータリークラブ名誉会員／チャーターメンバー
竹川晴雄 氏

演題 奈良大宮ロータリークラブ創設時の思い出

●会報・IT委員会/市田富久夫 武中洋勝 倉田智史 西本隆一 webmaster/市田富久夫


