
本 日 の お 客 様

・今西 清悟 様（奈良ＲＣ）

会 長 挨 拶

昨日は仲秋の名月で、私らも郡山の萬佳で名月を鑑賞させて頂きま
した。本当にありがとうございました。ご参加下さいました皆様方、
本当に有難うございます。また皆様方もどことなくお月見をされた
かと思います。非常によいお月見だったと思います。本当に有難う
ございます。10月はノーネクタイでも大丈夫ですが、11月からはネ
クタイ着用になりますので、その辺のご配慮の程、ひとつ宜しくお
願いします。本当に有難うございました。

委 員 会 報 告

西口ＳＡＡ
ソングでございますが、本年度エレクトーンとボーカリストの方が
おられなくなりまして、ＣＤで対応しております。少しバタバタし
ておりますが、ＣＤで流せば良いわ、と思っていたのが、一番大き
く変わったのが、「奈良大宮ロータリークラブの歌」だけ伴奏がご
ざいませんでした。楽譜だけはあるということで、ちょっと時間を
かけまして、平方会員の奥様がピアノの講師でいらっしゃるので、
入れて頂きました。今日初めて歌う事になりますので、御協力、よ
ろしくお願い致します。

社会奉仕委員会：堀内委員長
先日行われました交通安全運動の市民決起大会参加のご報告をさせ
て頂きたいと思います。シルバーウィーク真っ只中の21日（月）に
お集り頂きまして、予定通り15：30に終了いたしまして、今年度は
開催の挨拶等々がありました後に、ゴスペルグループの歌等があり
ました。当クラブからは13名の参加を頂きました。有難うございま
した。
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2015-16年度当クラブテーマ

『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12回 9月29日
通算1757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 ５０名
◎本日欠席 １２名
◎本日出席率８０．６５％

第10回 9月8日
通算1755回の修正

◎欠席者 ９名
◎免除者の欠席者 ７名
◎欠席者の補填者 ６名
◎免除者の補填者 １名
◎出席率 ９５．４５％

例会プログラム

第13回10月6日

通算1758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．ｸﾗﾌﾞ討論会①(国際奉仕)

卓話 RID2650 国際奉仕

委員会 委員長 浦島睦様

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！」



親睦活動当委員会：河野委員
以前から回覧しております第1回親睦ゴルフの件ですが、10月15日（木）あすかC.C.にて第1回
親睦ゴルフ、そしてまた福本杯争奪のﾏﾝｽﾘｰもございます。若干出席が寂しいので、たくさん
の参加よろしくお願い致します。

幹 事 報 告

・先週土谷さんにお電話をいたしました。もう既に退院しておられ、ご自宅で療養しておられ
ます。会長と一緒にお見舞に伺おうと思っておりましたが、体調が思わしくない時が多いため、
どちらかというとご遠慮したいということです。ただ、外出などもしておられ、元気にはして
おりますということでした。引き続き定期的にご連絡させて頂いて、お話させて頂きたいと考
えております。
・過日9月26日鴟尾の会会長幹事会に行ってまいりました。周年事業の出席要請や御礼、IMの
出席要請などが中心でしたが、一つ生駒RCより、「各クラブで取り組んでいる奉仕事業の状況
を事務局で連絡し合って共有してはどうか」というご提案がありました。それによって興味あ
る奉仕事業であれば他クラブの方も御参加頂きたい、というような事でございます。これに関
しましては、引き続き協議事項ということで、来年の鴟尾の会会長幹事会でもあがってくると
いうことになっております。
・地区のインターアクト委員会の方から2015-16年度インターアクト地区大会開催のご案内が
届いております。日にちは11月14-15日（土-日）両日で、奈良で開催されます。ご興味がある
方は私の方までご連絡頂ければと思います。
・地区の青少年交換委員会の方から、青少年交換学生の追加募集についての案内がきておりま
す。これについては私どもでは参加希望無し、ということで連絡をしましたが、申し込みが非
常に少ないと言うことで、もしどなたか該当の方がいらっしゃいましたらご紹介頂きたいとい
う内容です。10月5日までにガバナー事務所に返事が欲しいということですので、もしよろし
ければ私の方までご連絡頂ければ、と思います。
・来週卓話にお越頂きます地区の浦島国際奉仕委員長から、ベトナムハノイポリオミッション
ご参加と寄付のお願いが来ております。今年の12/6～12/10ベトナムハノイで実施されるとい
うことです。金額的には17万円程かかるということで、それ以外にも個人的に寄付とかお申し
出があれば私の方までご連絡頂きたいと思います。
・本日テーブルの上に置いておりますが、当クラブ会員の松岡嘉平治さんが、9月23日奈良新
聞に「戦争体験し平和願う」という記事を載せられました。是非目を通して頂きたいと思いま
す。
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賀 寿 御 祝

傘寿 喜寿
・多田 廣 会員 ・有井 邦夫 会員
・飯田 二昭 会員 ・矢追家麻呂 会員

・森下 泰行 会員

出 席 表 彰

前年度出席率優秀（120％以上）会員
北河原公敬 471.74% 有井 邦夫 284.78%
武藤 廣茂 245.65% 藤井 正勝 221.74%
宮西 正伸 219.57% 橋本 和典 191.30%
髙野 治 182.61% 高辻 良成 176.09%
福本 良平 176.09% 水野 憲治 169.57%
冨川 悟 156.52% 堀内 眞治 152.17%
井上 正行 145.65% 潮田 悦男 145.65%
中奥 雅巳 145.65% 中村 信清 145.65%
中嶌 大 143.48% 石野 捨雄 141.30%
佐川 肇 136.96% 弓場 裕史 136.96%
植村 将史 132.61% 多田 実 132.61%
谷川千代則 132.61% 増井 義久 128.26%
武中 洋勝 128.26% 鈴木 譲 126.09%
楠原 忠夫 126.09% 中條 章夫 123.91%
野末 勝宏 121.74%

ＨＣ100％出席
楠木 重樹
楠原 忠夫
高辻 良成
髙野 治
福本 良平

永年皆出席
楠木 重樹 ３０年
楠原 忠夫 ３０年



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 竹川晴雄様
【奈良大宮ロータリークラブ創立時の思い出】

皆さん、改めましてこんばんは。
今日は会員卓話ということで気楽に出てきたのですけれども、お
客様扱いということで少し戸惑っております。今年度の初めに麹
谷さんから、クラブの創立当初の頃の話をしてくれと、また、弓
場さんからは、ご丁寧な卓話依頼状というものを頂いたわけです
が、何しろこの歳で36～7年前を思い出すというのはなかなか困
難であります。頭の外観と同じように頭の中も記憶が疎らになっ
ております。隙間だらけです。それで、何かの資料を、と思い出
しましたのは、この『奈良大宮ロータリークラブ誕生の記録』と
いうものでございます。これは認証状伝達式が済んでやれやれと、
ホッとしているときに時の幹事さん、飯田先生が今の事を記録に
残しておこうと提案されまして、飯田先生に編集長になっていた
だきまして、中井先生、それと週報を担当いただいていたセンコー
運輸の渡辺さんの3名が主になって奔走いただき、編集していた
だきました。それで、創立総会や認証状伝達式の様子、会員22名
全員の『認証状伝達式を終えて』という感想文を掲載させて貰っ
ています。ですから、これを見ていただきますと当時の事がよく
分かるかと思います。私も改めて一通り目を通してみました。久
しぶりに昔の事を思い出して胸が熱くなりました。こういう資料
が記録としてあります。それと、これは3年前のことですから、皆さんよく覚えていらっしゃ
ると思いますが、ロータリー情報委員長の飯田先生が例会毎に11回にわたって、ロータリーミ
ニ情報として、このクラブの創立当時の私達が教わったロータリーの基本について、非常に分
かりやすく述べられております。私もこのリストを頂きまして、ホームページの会報のバック
ナンバーから探し出して読ませていただきました。なるほど、さすがに初代幹事さんだなと思
いました。そういう資料を見れば当初のことがよく分かると思います。そこで、私は創立総会
までにどんなことをしてきたか、ということを述べさせていただきたいと思います。レジュメ
の方をみていただきます。まず、昭和53年の10月12日から12月2日まで、これは誕生の記録の
なかに緒方特別代表、それから当時の奈良ロータリークラブ幹事の木下さんの記事がありまし
て、そこから抜粋したものです。ご存知のように私達は奈良ロータリークラブの子供です。奈
良ロータリークラブの皆さんが、我々子供を生む前にどういうことをされていたか、それは子
供は知る由が無いわけです。ですから、記事に基づいて書き出してみました。そうしますと、
まずは10月12日、木曜日は奈良クラブさんの例会日です。そこで、大宮地区に新クラブを作っ
たらどうかという声が挙がったということで、早速に予備調査を開始したということです。こ
の予備調査は、奈良クラブの情報委員会がなされたそうです。そのなかには緒方特別代表もい
らっしゃったようです。その後、理事会で具体的に区域を分割するという作業に入られたわけ
です。区域を分割するということは、奈良クラブのテリトリを割って、そこに分家を建てると
いうことです。今ではあまりピンと来ないかも知れませんが、当時はテリトリというものが非
常に厳しかったのです。例えば、この道路の西といえば、西はそのクラブに入れますが、反対
側はダメというように、非常に境界が厳しかった。そういう厳しいなかで、自分のところのテ
リトリを分割して一つのクラブを作ろうと、子供を生んでそこで育てようと、そういうことで
す。その際に、現会員の身分に何ら変更なしという条件がつけられています。それはどういう
ことかと言いますと、分割したら分割した所の会員さんが沢山おられますから、その会員さん
は新クラブの方に移る必要があるのか、となりますので、それはしないということでありまし
た。この新クラブが結成されてからは、そのテリトリから奈良クラブには入れないと、そうい
う条件を付けられたということです。非常に大切なことですので、会員全員に文書で通知して、
改めて総会をして承認を得なければならない。その承認が11月2日であったわけです。この時
の区域、テリトリは、国鉄、当時はJRではありませんでしたので、国鉄関西本線から西、その
ようになっていました。11月16日には、仮称奈良大宮ロータリークラブ拡大委員会が設置され
ました。以前から奈良クラブには拡大委員会がありましたが、奈良大宮ロータリーを設立する
ための拡大委員会を新たに設置したということです。委員長に松倉晴夫さん、副委員長に岡村
吾郎さん、委員で松岡泰夫さん、水谷悦郎さん、山本敏夫さん、この5名が拡大委員になられ、
この方々によって私たちは育てられたわけです。次の19日、日曜日に臨時の理事会が開かれ、
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この区域では新クラブの発展性に問題があるということで、新クラブの将来の発展に配慮して、
区域の拡大変更を決定、これも会員全員に通知したうえで11月30日に承認を得たということで
す。さて、この拡大ですが、国鉄関西本線より西というのを改めて、旧国道24号以西となった
わけです。ですから、グンと広がりました。しかもその土地には工業団地も含んでおり、将来
性ということを考えて拡大の変更をされたということであります。そして、その2日後の12月2
日に緒方準一パストガバナーが、ガバナー特別代表として委嘱されたわけです。ここまでの事
は先ほどの資料から抜き出したわけですが、以下、12月6日からは、私の当時のポケット手帳
が出てまいりまして、そこにメモしてあったことを拾い出しました。ここからは、私たちの実
際の動きであります。12月6日に所謂キーマン5名が集められました。私の場合、11月下旬だっ
たと思いますが、「新クラブできるから会員になってもらうで」といわれまして、「この忙し
い時に何を言ってるんだ」と申しますと、「週に1回昼食会に行ってくれればいいんだ」と、
「どうせ昼飯は食べるでしょう」と、そう言われて、「12時半から1時半までの時間を空けて
くれればいい」ということでした。「けれど、審査があるから」ということでしたので、「な
らば審査で落ちるように手配してくれよ」なんて事を申しておりましたら、数日後に「12月6
日の3時半に奈良ホテルのロビーに行ってくれ」と、「松倉先生がそこにおられるから」とい
うことでして、「どういうことか」と聞くと「行けば分かる」ということで出てまいりました
ら、中井先生、箸尾さん、飯田先生、綿谷さんの4名がおられました。私にとっては皆さん初
対面です。「はじめまして」と名刺を交換して挨拶をしました。皆さんもそうだったと思いま
す。その時に奈良クラブからは、会長、幹事と拡大委員の皆さんが出てこられました。そのと
きの話としては、松倉拡大委員長からクラブ結成準備の趣旨説明とメモには書いてあるだけで、
どんな話であったかは記憶していません。それで、明日も来るようにということで、12月7日
にまいりまして、前日と同じメンバーと緒方特別代表がおいでになられまして、早速にロータ
リー・インフォメーションを受けましたが、インフォメーションといっても、ロータリー用語
など全く分からない状態でございました。その後、緒方先生からロータリー活動についての説
明を受けました。創立総会が終わった後には、緒方先生から「ロータリーの目的」を示した直
筆の色紙を創立会員全員が頂きました。そして、12月28日には、それまでに決まっていた会員
12名が奈良クラブのゲストとして招かれました。その時に緒方先生から役員指名があり、役員
選出ではなく指名です。ロータリーでは指名されればノーとは言えないのが鉄則であると前置
きしてから名前を呼ばれましたので、皆さん「はい」と言わざるを得ない、私もびっくりしま
した。年が明けて、11日、16日、18日、19日と諸々の準備打合せを行い、1月23日に創立総会、
創立祝賀会が開催されました。これは奈良クラブの予算でしていただきました。主催は奈良ク
ラブです。第1回例会からは自分達の足で歩いていくということであります。また、正式に承
認を受けるまでは、仮奈良大宮ロータリークラブというように「仮」が付きます。ですから、
創立総会でも、仮奈良大宮ロータリークラブ創立総会となります。それから、5月15日の認証
状伝達式という運びになるわけですが、このチャーターナイト、認証状伝達式は大変なイベン
トです。ロータリークラブとしては、ただ一回しか行えないものです。それだけに大イベント
なわけですが、わずか22名。それも素人ロータリアンで色の着いていない者ばかりが集まって
いる。会長、幹事も素人です。ヨチヨチ歩きで、もう火の玉になってやりました。全部、白地
で入っていますからロータリーで偉い人がいないわけです。これがもし、このテリトリから出
てる者は移行せよ、ということであれば、そういう人がキーマンになってやるわけですが、ロー
タリー的には全員が同期生、新一年生です。ですから団結も非常にうまくいきました。互いに
役割分担して、今思えばよくやれたなと思います。奥さんも全員出てきていただきました。そ
ういうことができたのも、与えられたテリトリのおかげであると思います。今の実態をみてい
ただいても、我々に与えられたテリトリの繁栄。当時はまだ田んぼだったのですけれども、現
在の繁栄というのは凄まじいものです。本当に見違えるほどになっています。将来を考えて、
そこを入れておかないとダメだということを拡大委員会さんの方で配慮していただいた。これ
は非常に有難いことだと思います。私たちが知らない所での親クラブの配慮というものに親の
愛を感じます。それを忘れず、これからもやらないといけない。ガバナーまで輩出しているク
ラブに生意気なことを言って申し訳ないですけれども、私の心を申し上げまして卓話とさせて
いただきます。
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例会変更のお知らせ

10 月 ■平城京ロータリークラブ■
・１０月１５日（木）・・・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。

■やまと西和ロータリークラブ■
・１０月１３日（火）・・・家族親睦例会の為、日時・場所変更。
日時：１０月１０日（土）
場所：近江八幡方面

※ビジター受付：10月13日（火）12：00-12：30 まさごビル1F
にて行います。

・１０月２０日（火）・・・変更。
日時：１０月２２日（木）12：45～
場所：やわらぎ会館3F

※ビジター受付：10月20日（火）12：00-12：30 まさごビル1F
にて行います。

・１０月２７日（火）・・・ロータリーデーの為、日時・場所変更。
日時：１１月３日（火・祝）
場所：西大和アピタ

※ビジター受付：10月27日（火）12：00-12：30 まさごビル1F
にて行います。

■奈良ロータリークラブ■
・１０月２９日（木）・・・定款第6条第1節(C)により、休会。
※ビジター受付：10月29日（木）12：00-12：30まで、奈良ホテル

にて行います。

次回の例会 ２０１５年１０月１３日(火)

卓話 彫刻家 湯川 隆 様
演題 ドサ回りというやりかた

●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

ニコニコ箱 本日計 52,000円 累計 847,000円

名誉会員 竹川晴雄 君 今日は下手な卓話でご辛抱願います。
中村信清 君 昨日の月見萬佳で行いました。三笠山より昇る月が非常にきれいでした。
髙野 治 君 竹川様、本日の卓話、宜しくお願いいたします。
箸尾文雄 君 竹川様ようこそ！お話し拝聴の機会をいただき有難うございます。又、昨夕は

クラブ情報集会に遠路萬佳郡山店をご利用下さった各位にお礼申し上げます。
中井一男 君 竹川様、本日卓話よろしくお願い致します。
小池恭弘 君 竹川様 本日の卓話御苦労様です。
山本直明 君 久しぶりに竹川様にお逢いできうれしく思って居ります。本日の卓話よろしく

御願いします
飯田二昭 君 ・来年1月に傘寿を迎えます。前祝いをしていただき有難うございます。

・竹川様の卓話楽しみにしています。
矢追家麻呂君 喜寿を迎えるにあたり、クラブの温かいお心遣いに感謝申し上げます。
森下恭弘 君 喜寿を祝っていただきありがとうございます。
楠原忠夫 君 出席表彰 ありがとうございます。
小西敏文 君 森下様、麹谷様、梅谷様、昨日は来社有難うございました。今後共御指導宜し

くお願いします。
倉田智史 君 ニコニコ協力
中奥雅巳 君 ニコニコ協力
森山斗福 君 ニコニコ協力
鈴木 譲 君 ニコニコ協力


