
本 日 の お 客 様

・竹内 一順 様（奈良ＲＣ）
・吉川 清好 様（やまとまほろばＲＣ）
・浅田 宗彦 様（やまとまほろばＲＣ）

≪幹事より補足≫
やまとまほろばＲＣよりお越し頂きましたお二人は、4月14日に私ど
もの会員の小西さんの会社と、森さんの会社を職業奉仕委員会とし
て職場見学なさる、ということでご挨拶も兼ねてお越し頂いており
ます。

会 長 挨 拶

皆様方、寒暖が激しいようですので、お風邪を召されないように、
また頑張って例会に出席して頂きます様に、できるだけ100％を目指
して頑張って下さい。

委 員 会 報 告

雑誌・広報委員会：河野副委員長
本日配布の「ロータリーの友」に、ポリオ撲滅に地区活動資金を寄
付した功績でＫ．Ｒ．ラビンドランRI会長から感謝状を授与される
北河原ＰＧの写真（横組みP.26）、そして縦組みP.21に当クラブの
飯田会員の俳句が載っておりますので、また目を通して頂ければ幸
いです。

幹 事 報 告

・次週例会は休会とし、10名程で、私ども友好クラブの太宰府ロー
タリークラブへお伺いしたいと思っております。次の例会は2月16日
です。お間違えのないようにお願いします。
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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27回 2月2日
通算1772回

◎会員総数 ７３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)

２７名
◎本日出席 ５４名
◎本日欠席 ８名
◎本日出席率８７．１０％

第25回 1月19日
通算1770回の修正

◎欠席者 ８名
◎免除者の欠席者 ９名
◎欠席者の補填者 ７名
◎免除者の補填者 ４名
◎出席率 ９８．５３％

例会プログラム

第28回2月16日

通算1773回

１．開会の点鐘

２．ソング

「りんごの唄」

３．お客様の紹介

４．会務報告

５．卓話

ｱｻﾋﾋﾞ-ﾙ㈱大阪統括支社

大阪奈良支店 副支店長

佐々木 台行 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！」



・本日例会終了後、輪読会がございます。部屋は前の二回と同じ奥の部屋でございますので、
よろしくお願い致します。
・2月1日より京都南ロータリークラブより例会場及び事務局を移転するという連絡が届いてお
ります。例会場はホテルグランビア京都に、事務局も同じホテルグランビア京都の中の11階の
一室にするとのことですのでよろしくお願いします。
・確定申告用の領収証について、という書面を状差しに入れております。各自お取り頂きます
ようお願い致します。

理 事 会 報 告

＜髙野幹事＞
本日第8回の理事会が開催されましたので、ご報告させて頂きます。
審議事項と致しまして、
・地区大会選挙人の件ということで、中村会長、多田実副会長、私の3名が選ばれました。
・米山奨学生受け入れの件ということで、4月から李賢美（イ ヒョンミ）さんという韓国の方
で、只今奈良女子大学の修士2年生の方を、当クラブとしてお引き受けさせて頂く、というこ
とが承認されました。
・地区委員就任の件ということで、北河原ＰＧ、冨川さん、有井さん、井上さん、市田さん、
宮西さん、それと私がそれぞれ地区の委員として就任することが承認されました。それ以外に
インターアクト委員会委員を推薦して欲しいというお願いが来ておりますが、こちらの方はお
断りさせて頂くということで承認されました。
・4月に開催されます家族親睦例会(花見例会)の件が協議としてあがりまして、4月10日（日）
吉野の竹林院群芳園へお伺いさせて頂くということ協議致しました。
・先日例会でグローバル補助金の申請を取り下げたということを報告しておりますけれども、
少ない予算ながら、当クラブで本当に何か必要なものをしてあげることができないか、という
ことを一度理事会で協議致しまして、引き続き来月以降審議にあげたいと思っております。
・これは、報告事項にあげさせて頂きましたが、5月にＲＹＬＡが開催されます。当クラブか
ら1名受講生を推薦して欲しいという依頼が地区から参っております。本日増井青少年委員長
がお休みですので、改めて次回例会の時にお願いする事になるかと思いますが、当クラブから
どなたか1名推薦したいと思います。20歳から30歳までの青年職業人が対象ということでござ
います。どなたか適切な方がいらっしゃいましたら、是非私か増井委員長に教えて頂きたいと
思います。

卓 話

中京テレビ放送株式会社
経営企画局 コーポレートコミュニケーション部 部長 原 京二 様
演題：９・１１テロの現場で感じた「日米の価値観としての自由」
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本日はこのような会合にお招き頂き、誠にありがとうございます。
弓場さんとは学生時代からのご縁でして、もう30年のお付き合いになります。
6畳一間でバストイレ共同、当時の家賃で15000円程度だったでしょうか、非常に心根の優しい
男でして、随分助けられました。その彼から、お声をかけていただき、本日このような機会を
頂戴いたしました。諸先輩方を前に大変緊張しておりますが、少しお時間を頂きたいと思いま
す。
私は名古屋に本社があります中京テレビという放送局で現在、会社広報などを担当させていた
だいております。日本テレビ系列ですので、こちらでは讀賣テレビさんと深い関係にあるテレ
ビ局で、全国放送の番組もいくつか制作しております。
本日は、「日米の価値観としての自由」というテーマでお話しをさせていただきます。と言い
ますのも、私は2000年から2005年まで日本テレビ系列のニュースネットワーク、これをＮＮＮ
と申しますが、そのワシントン特派員として、アメリカ大統領の担当をいたしておりました。
特派員というのは、主に日本テレビ、讀賣テレビ、中京テレビから派遣しておりまして、讀賣
テレビさんは、現在もニューヨーク、パリ、上海に記者をだされております。私の特派員時代
は、一言で言えばテロとの戦争状態でした。
同じ支局のカメラマンはイラク戦争では、アメリカ軍に従軍して日本人で始めてバクダッドに
入り、日本に中継をおこないました。そんな日々が4年も続いたわけです。
そして、9・11の日は、本当に雲ひとつない晴天でした。ニューヨークのビルに飛行機が突っ
込んだということで、ニューヨーク支局の応援に行こうと車で空港に向っていました。ところ
が、車のラジオのニュース、ワシントンＤＣ市内の空気、そして、ペンタゴンからでている煙、
何か変だな・・・・と思っていました。何が起こっているのか、全くわからない状況でした。
二機目がビルに突っ込んだ瞬間は車で移動中でした。ワシントン支局はホワイトハウスから徒
歩5分に場所にありまして、ニューヨークに行っている場合でないような感じでしたので、支
局に向うんですが、街は本当に異常な雰囲気でした。支局はビルの10階でしたが、エレベーター
は止まっていましたので、階段で10階まで上がり支局に入った瞬間に、現地の助手が、「いま
すぐ、中継を」ということで、すぐに中継が始まるんですが、一体、何が起きているのか全く
わからず、原稿はなく、苦手な英語で書かれている現地の配信記事が1枚あるだけでした。中
継をする時には、耳にイヤホンをします。ここから日本のスタジオのキャスターの会話が聞こ
えるのですが、それを聞いていますと、キャンプデイビッドという大統領の別荘に飛行機が突っ
込んだとか、言っているわけで、更に私は混乱しました。そんな中継をしている時に、ワール
ドトレードセンターが倒壊しました。私がそれに気づいたのは、実はそれから数時間後の夕方
でした。それほど、気が動転しており、ただただ、ワシントンから中継したわけです。ワール
ドトレードセンターの倒壊を知った時に、初めて、「本当に大変なことが起こったんだと」冷
静になれたことを今でも覚えています。
今日のテーマは「日米の価値観としての自由」とさせていただきました。当時のブッシュ大統
領は、このテロの日から3年間、「自由は神様からの贈り物、テロ戦う」と言い続けた訳です
が、この自由が神様からの贈り物という言葉を痛感したことがありました。それはアメリカの
民間刑務所を取材したときです。
信じられないと思いますが、アメリカでは民間刑務所を運営する会社が上場しています。実は
アメリカは囚人大国で、世界の4人に一人の囚人がアメリカにいます。要は、公営の刑務所で
は経費がかさみ、民間企業が刑務所の運営を委託しています。これがどんどん数が増えて、当
時、数百という民間刑務所がありました。その人でアイダホ州にある民間刑務所を取材させて
いただきました。全てが驚きでした。まるで大学のキャンパスのようでした。そもそも、どの
民間刑務所が州政府に選ばれるかというと、安い経費、そして、一番大切なのが再犯をしない
受刑者の教育でした。ここでは、徹底的に教育されます。好きな授業を取ることができます。
読みたい本も地元の図書館から取り寄せてもらえます。食事もお代わりし放題、受刑者が何杯
もコーラを飲んでいました。また、囚人はアメリカ企業にとって組合をもたない貴重な労働資
源であることもわかりました。最終日に民間刑務所の所長さんにインタビューしました。私の
刑務所のイメージはまさに高倉健さんの網走番外地ですから、罪を犯して、この自由さは日本
では考え考えられないと…、彼は答えました「十分、彼らは束縛されていて。自由がないんで
すよ。決められた場所から出られないのは、それで十分、自由が奪われえている」と…。その
時、自由というものの価値観が違うのだと思いました。アメリカは歴史的に血を流して自由を
勝ち取った国です。だからこそ、普通に銃を持ち、自分たちの自由を脅かす人から守る権利を
国民が与えられています。日本人はあまり自由という言葉を使いません。それは、戦後の日本
の民主主義はアメリカの元で大きくなっていき、誰かの犠牲の上にたつ、奪い取った自由では
ない事が理由かもしれません。とにかく、アメリカ人は、自由ということばをよく使います。
それほどまでに、大事なものであり、それは、束縛自体がすでに自由でないといっているので
す。
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ここで感じたのは、相手の価値観を知ることの大切さです。言い換えれば、自分たちの常識を
見直してみることだと思いました。虹は7色です。これは世界でほぼ日本人だけの答えです。
欧米は5色か6色です。いまでも世界のどこかで戦争があります。テロがあります。本日は平和
をテーマにと弓場さんから言われましたが、大切なことは、まずは、多様な価値観を知り、認
めてあげることだと思っています。常識は、その国のその街の、そのグループの一つのルール
にしかしぎません。違う価値観を知って認めることが、本当に大切だと思っています。就職前
の学生さんには、自分の常識を超えた経験を学生時代にしてください、それが財産ですとお話
しをしています。
そして、しあわせをテーマにした2013年の日本の広告のコピーの大賞をご披露させていただき
ます。タイトルは、めでたし、めでたし？、というもので、そのコピーが、こちらです。「ボ
クのお父さんは、桃太郎というやつに殺されました」。鬼の子どもから見れば、桃太郎は父親
を殺した犯罪者だというメッセージです。これは博報堂のコピ－ライターがシリアの内戦に干
渉したアメリカを皮肉って作ったようです。皮肉というのは、アメリカが掲げる正義が本当の
正義なのか？ということだと思います。同じように、幸せの価値判断もひとそれぞれであり、
多様な価値観を認めることで、いろんな問題が少しは解決できる気がいたします。大切なこと
は、まずは認める、ということだと思います。最後になりましたが、これからの時代でこれは
大切だなあと…思っていることが一つありますので、お話しをさせていただきます。人の噂も
75日と申します。75日経てば、悪い噂も忘れられる、という言葉ですが、今は、忘れてもらえ
ません。ＳＮＳなどのインターネットの発達により、昔の過ちや言動がいつまでもネット上に
残っています。とても大きなストレス社会だと思います。そもそも、その情報の真偽すらわか
らないわけですから。今大きなキーワードは「忘れられる権利」というものです。インターネッ
トへの書き込みを巡り世界中で裁判が続いています。個人的には、やり直しの聞く社会が大切
だと思いますが、インターネットの発達により、「知る権利」とい言葉のもとで、情報が氾濫
し、その影で、「忘れられる権利」が置き去りにされ、苦しんでいる人もたくさんいるようで
す。思えば、人の噂も75日とは、住みやすい社会のキーワードだったのかも知れません。自分
の昔の過ちなどを忘れてもらえない、それがずっとさらされる、とてもストレスの多い社会に
進もうとしています。これからはますます、ネット社会が進みます。だからこそ、忘れる権利
と同じように、個人の忘れる力を大切にすることも、一つの生きやすさのヒントになるかもし
れません。
本日はどうもありがとうございました。
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太宰府ロータリークラブへの訪問

2016年2月9日
中村会長以下9名で太宰府ロータリークラブの例会に出席させていただきました。例会の進行
や誕生日のお祝い等、奈良大宮ロータリークラブとは違うところもあり勉強になりました。
例会終了後は太宰府天満宮の正式参拝、その後、太宰府観光へとご案内いただきました。夜
の懇親会には太宰府ロータリークラブの会員の方々にも多数出席頂き、ロータリー談義で盛
り上がり親睦を深めることができました。
この度、太宰府ロータリークラブの皆様には大変お世話になり、ありがとうございました。
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ニコニコ箱 本日計 38,000円 累計 1,834,000円

中村信清 君 まだまだ寒さがつづきます。お体をたいせつにして下さい。梅もそろそろつ
ぼみがふくらんできました。

髙野 治 君 原先生、本日の卓話、宜しくお願いいたします。
弓場裕史 君 原さん、本日は遠方よりありがとうございました。卓話よろしくお願い申し

上げます。
佐川 肇 君 インド・ニューデリーで行われているオリンピック・アジア予選会で、ライ

フル射撃6名、クレー射撃2名、計8名がリオ・オリンピックの出場権を獲得し
ました。本番での活躍を期待してます。

野﨑隆男 君 先週の例会、欠席して申し訳ありませんでした。
宮西正伸 君 ニコニコ協力
矢追家麻呂君 ニコニコ協力
橋本和典 君 ニコニコ協力
南谷正仁 君 ニコニコ協力
野末勝宏 君 ニコニコ協力
山口尚紀 君 ニコニコ協力
奥田哲也 君 ニコニコ協力

次回の例会 ２０１６年２月２３日(火) 卓話

講師 公益財団法人 奈良県防犯協会
専務理事 森岡 秀（もりおか まさる）氏

演題 ～身近で発生する犯罪の実態と犯罪の被害に遭わない
ための心構え～

例会変更のお知らせ

2 月 ■奈良西ロータリークラブ■
・２月２５日（木）・・・・・・会員還暦お祝い会・新入会員歓迎会

の為、例会場変更。
※ビジター受付：致しません。

●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


