
本 日 の お 客 様

・伊藤 勝晤 様（草津ＲＣ）（RID2650インターアクト委員長）
・宮本 正明 様（大阪東ＲＣ）
・青木 謙友 様（奈良ＲＣ）（RID2650インターアクト委員）

会 長 挨 拶

本日は菜種梅雨と言いますか、あまりすぐれない天気でございます。
これも菜種梅雨といいまして、受けなしゃーないと思いますが、今
後ともひとつよろしくお願いいたします。

理 事 会 報 告

1.熊本地震募金の件
1人あたり2,000円以上を目標とする。まずは募金箱を回し、不足分
は基金から補うことが可決された。
2.熊本地震復興ボランティア現地活動の件
以下内容で可決された。
実施日：2016年5月27日～29日
実施場所：益城町総合運動公園他
内容：中型バスに乗り合わせ、現地で炊き出しを行う。
予算：総額45万円以下におさめる。
3.「緑の募金」運動協力の件
協力することが可決された。
4.情報集会の件
テーマは「魅力あるクラブ作りのためにはどうすればよいか？」、
開催時期は6月上旬とすることが可決された。
5.ローターアクト地区大会の件
メンバーに参加を促し、本大会登録費は青少年奉仕委員会予算から
支払うことが可決された。
6.クールビズの件
5月第1例会からクールビズとすることが可決された。
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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38回 5月10日
通算1783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 ６１名
◎本日欠席 ４名
◎本日出席率９３．８５％

第36回 4月19日
通算1781回の修正

◎欠席者 １４名
◎免除者の欠席者 ８名
◎欠席者の補填者 １２名
◎免除者の補填者 ３名
◎出席率 ９７．０６％

例会プログラム

第39回5月17日

通算1784回

１．開会の点鐘

２．ソング

「それでこそロータリー」

３．お客様の紹介

４．会務報告

５．卓話

総本山信貴山朝護孫子寺

僧侶 松井介澄様

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！」



7.家族例会の件
6月26日(土)に信貴山十三屋で行うことが可決された。
8.土谷会員退会の件
6月末での退会が承認された。

土谷会員よりご挨拶
一年間ご無沙汰いたしまして、本日は退会届をもって参上いたしました。何
しろ髙野幹事に顔を見せないと受理しないといわれまして、大変フラフラし
ながら出てまいった次第でございます。おまけに 初にご挨拶なんて、失礼
なことになりました。
病気療養のために、一年間クラブ運営に大変ご迷惑をかけまして、申し訳な
く思っております。また多数の会員の方からお見舞いをいただくとか、ある
いは励ましの言葉をちょうだい致しまして、そのお気遣いに感謝の言葉もな
いわけであります。

さらに地区の重要な仕事を途中で放棄せざるを得なかったこと。ことに地区会計の決算という
ややこしい仕事を押し付けました中嶌様には申し訳なく思っております。また地区運営にあたっ
て個人的に多大の金銭的負担をおかけしたままになりました有井様、武藤様には深くお詫び申
し上げたいと思っております。

後に小生の病気、欠席の状況など絶えずお心遣い頂きました前年度高辻、本年度髙野両幹事
様には、感謝、感謝以外にはございます。以上私の意のあるところであります。
さて、私は1994年南都銀行のあて職として入会させて頂きました。それから22年間、定款細則
など見たこともない、ロータリーについては本当に不勉強で、いわば不良ロータリアンの見本
みたいな存在であったと思います。
そして職を離れてから、自己負担でロータリー関係に約1,000万円近い費用を支払ったような
計算になります。惜しいといえばウソになりますが、それでも自分としては結構元が取れたと
考えております。
私がロータリーにリタイア後も居続けた 大の理由は、そのフラットな雰囲気というか、各メ
ンバーの社会的地位、企業の大小、そして年齢にかかわらず一個人の人格というか、各メンバー
の社会的地位を笠に威張ることなく、またへりくだることもなく、友人としてお付き合いでき
ることが気に入ったからであります。
そして女房にも、 初から会員の奥様方から親しくお付き合いを頂きました。家族ぐるみの世
界が広がったことも大きな要素であったように思います。女房といえば、腰の手術後は会合の
たびに親睦委員の皆様には毎回お気遣いを頂きました。この件、お礼申し上げるよう女房から
伝言でございます。
この素晴らしいところを離れるのは、自分にとっても非常に残念でございますが、止むを得ぬ
事情ご賢察の上、お赦しいただきたいと思っております。

後になりましたが、奈良大宮ロータリークラブのますますのご発展と会員皆様のご繁栄をお
祈りしております。
今日はこれで失礼いたします。みなさん、本当にお元気なご活動を願っております。本当にあ
りがとうございました。

RID2650 インターアクト委員会：伊藤委員長よりご挨拶
皆様改めまして、こんにちは。地区インターアクト委員長の伊
藤でございます。本日は年度末が近く貴重な例会の時間を頂き
まして、大変恐縮に思っております。ありがとうございます。
平素はまた、インターアクト事業に関しまして、貴クラブに於
かれましても、ご理解・ご協力を頂きまして、誠にありがとう
ございます。若干、当地区のインターアクト事業の活動につい
てご説明申し上げたいと、このように考えて、お礼かたがた寄
せていただきました。
まずインターアクトクラブというのは、12歳から18歳までの青
少年を対象としてクラブです。当地区では、そのすべてが高等
学校のクラブ活動を支援する、というかっこうで成り立ってお
ります。
このインターアクトクラブの創立は1962年アメリカで創立され
まして、翌1963年には仙台育英学園でインターアクトクラブが
出来ております。それから当地区では翌日当時の京都市立京都
商業（現在の西京中学・高等学校）にクラブが創立されました。
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このように50年を超える大変長い歴史のある事業でございますが、当地区に於きましては、現
在クラブ数19クラブ、本年度滋賀県の近江八幡市でモーリス学園に新しく創設されました。こ
の6月18日に認証状伝達式が行われます。ここを含めて19です。長らくの間18から19になると
また1クラブ消えて、ということでなかなか20の大台を超えられずに来ております。是非皆さ
んのご協力の下に、当地区でも20を超えるクラブ数になれば、と来年度も一生懸命の活動を進
めていきたいと、このように考えております。
現在世界では19,186クラブございます。会員が44万人、日本では62クラブ、会員約15,000人。
先ほど申しましたように当地区は19クラブで会員は445名となっております。
主に地区内でのインターアクターの活動といいますと、地区委員会が関わりますものは、7月
あるいは8月に行います夏期研修（海外研修）、これと各インターアクトクラブが持ち回りで
ホストをしておりますインターアクト地区大会。それから次年度会長幹事研修。またロータリー
の地区大会の青少年フォーラムへの参加。こういったものがあります。それ以外に各インター
アクトクラブが独自でそれぞれの学校で、或いは地域で活動しております。これがインターア
クトクラブの本当の活動になります。多岐にわたりまして、また改めて時間をいただいて説明
に上がりますが、本当に幅広く、募金活動から地域の清掃、或いは提唱ロータリークラブとの
共同事業等、ということで幅広く活動しております。また今回近江八幡にできましたモーリス
学園のように、近江八幡ロータリークラブ、びわこ八幡ロータリークラブの共同提唱によるク
ラブ、当地区ではこれは初めての誕生でして、両クラブにとりまして、経皮的、或いは人的に
合理的にうまく運営できるのではないかと期待しております。おそらくこれでインターアクト
クラブ提唱のハードルが結構低くなったような気がして、もっともっと当地区でインターアク
トクラブが誕生することを願っております。
それにつきましても、この奈良大宮クラブさんにつきましては、北河原ＰＧには当時よりいろ
いろとお付き合いさせて頂きまして、じゅうぶんご理解いただいていると思いますので、また
改めて、年度が替わりましたら、時間を頂きまして、みなさんに御願いに上がりたいとこのよ
うに考えております。今日は本当に飛び入りで申訳ありませんでした。ありがとうございまし
た。

委 員 会 報 告

青少年奉仕委員会：増井委員長
・ローターアクト地区大会のご案内を申し上げます。来月6月4日・5日、4日は前夜祭、5日は
本大会が奈良で行われます。是非この機会に奈良ローターアクトクラブについて勉強していた
だきたく、ご参加の程お願いいたします。本大会6月5日の大会登録は青少年奉仕委員会の方で、
調査研究ということで持たせていただくことになっております。是非この機会に、ローターア
クトについて勉強してください。本年度は、インターアクトクラブの方も奈良で大会がありま
した。この時に奈良のインターアクトクラブ本大会は奈良クラブで担当されておられまして、
インターアクトの方も活躍されておられました。その時の担当が、今日来られている青木委員
長でございます。彼は青年会議所の時から一緒に活動させていただいておりました。ローター
アクトの方も担当されておられます。是非この機会にローターアクト、またインターアクトな
どの地区の活動の方も勉強して頂きますようよろしくお願いいたします。
・急きょ、いまの理事会で決まりました、「熊本地震復興ボランティア現地活動計画」という
のが承認されましたので、ご案内いたします。5月27・28・29日にかけまして、熊本の益城総
合運動公園に於きまして、私ども、奈良大宮ロータリークラブがオリジナリティを出しました
炊き出し支援をさせて頂きたいと思います。これは奈良からバスを出しまして、現地でのボラ
ンティア活動をさせていただく予定でございます。目標は10名くらいまでを目標としまして、
バスで行かせていただく予定にしております。是非、心と体の余裕のある方は参加していただ
きたく思いますので、よろしくお願いいたします。熊本の方は私が青年会議所でおった時に、
これも青木君と一緒なんですが、熊本で全国大会がございました。その時に一緒に活動したメ
ンバーがちょうど、そこにいておりまして、この地震の災害に遭われました。ですから生の情
報が逐一入ってまいります。まだまだ熊本の皆さんはボランティアの活動を期待されておられ
ます。向こうからの熱い期待をもって連絡がありましたので、これにこたえていきたいと思い
ますので、是非皆さんご協力よろしくお願いいたします。

親睦活動委員会：門脇委員長
・明後日5月12日(木)美加ノ原C.C.で親睦ゴルフコンペを行います。集合は9：15集合でござい
ます。お忘れなく、よろしくお願いいたします。
・年度末家族例会についてご案内いたします。6月26日(日)信貴山十三屋さんで 後の家族例
会を予定しております。予定開始時間12時となっております。また後日ご案内申し上げます。
是非ご予定をおあけになって頂き、多数のご参加お待ちしております。
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雑誌・広報委員会：森山委員長
「ロータリーの友」5月号ですが、本日皆様のお手元にあると思いますが、読みどころとしま
しては、2650地区の中澤ガバナーの紹介が（横組み）P.34に載っておりますので、みなさん是
非一読して頂ければと思います。
それと、2650地区の生地があと三か所入っております。まず、びわこ八幡ロータリークラブ、
守山ロータリークラブ、あすかロータリークラブの記事が載っておりますので、是非皆さん一
読頂ければ、と思います。よろしくお願いいたします。

宮西副幹事
次週の例会の開始一時間前に16：30から先般お伺いいたしました名簿の写真の撮り直しをされ
る方は、16：30～17：30までお待ちいただいております。また例会後も（ちょっと撮りきれな
いかと思いますので）30分程度、写真を撮って頂きますので、よろしくお願いいたします。追っ
て確認のご連絡を皆様に差し上げます。よろしくお願いいたします。

幹 事 報 告

・本日例会終了後、毎月やっております輪読会が、いつものそちらの奥の部屋で開催されます。
本日は箸尾先輩を講師にお迎えして、ということで、非常に中身の濃い話がお伺いできるかと
思いますので、是非多数の方、ご参加いただければ、と思います。
・日本ロータリー親睦ゴルフ北海道大会の案内が来ておりまして、6月28日小樽カントリー倶
楽部であるということです。ご参加いただける方は私の方までお問合せいただければ、と思い
ます。

卓 話

一般社団法人日本ほめる達人協会 特別認定講師 小林康子様
演題『子どもが輝くほめ達の魔法』

本日はこのような立派な会で、私のような者が話をさせて頂ける事に、感謝の気持ちでいっぱ
いです。
「ほめ達」とは「ほめる達人」の略称です。
四年前にほめ達の存在をメディアで知り、その理念に共感。ほめ達という生き方を学び、実践
し、そして伝えることを決意し講師となりました。
「ほめ達」とは「価値発見の達人」とも言えます。どんな人やどんな子どもにも必ずいい所が
あります。もしも「何もない！」と思う人が目の前にいたとしても、ただ見つけられない自分
がいるだけ。そう思えるようになりました。
「子どもは、自分（親や先生）の欠点の拡大コピーで、良い自分の縮小コピーだよ」と教えて
頂き納得できました。
私は十五年間10代～20代の学生と教育の現場で関わる中で、ほめ達の学びが大きく活かされて
いると日々実感しています。授業の進め方・ほめ方・叱り方も変わりましたし、就活生もどん
どん輝き出し就職率も100％。
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先生にほめられる→認められていると実感→嬉しくなりモチベーションup→さらにやる気にな
る→またやれた→自分に自信→輝く。
いくら正論でも、「ダメ出し」ばかりでは、子どもだけではなく大人もガス欠状態に陥ります。
社会やプロと言われる世界では、結果こそが一番だという厳しさが求められたりします。だか
らと言って、子ども達にも結果だけが一番大切だと感じて欲しくはないのです。失敗だった！
と思えるような経験の中にこそ、宝物がいっぱい。もし私が挫折経験やコンプレックスのない
人間だったなら、これらは伝わらないと思うのですが、幸いにも失敗談は山のようにあります。
そして今もなお出来ないことだらけです。ですが、出来ないことや悩みを口に出すと、不思議
と前に進んだり解決できたという経験を重ねて参りました。その事もよく学生に伝えています。
一人で抱え込むクセがついてしまうと、危険だからです。
目には見えない心の病をもっている人や、自ら命を絶つ人は、発表されている数字以上に、増
え続けているようです。ほめ達ではそのことを「心の内戦」と呼んでいます。私の活動は、こ
の「心の内戦」を終らせるプロジェクトでもあります。「ほめる」「ほめられる」「認める」
「認められる」ことで、家庭も職場も社会も輝くと信じ、私たちほめる達人協会は活動してい
ます。ほめ達！のことを知って頂けただけで、光栄の至りに存じます。
ありがとうございました
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（2015～2016）奈良大宮ロータリークラブ第2回親睦ゴルフコンペ

平成２８年５月１２日（木）
場所 美加ノ原カンツリークラブ

参加者
矢追家麻呂、佐川肇、小西敏文、中條章夫、冨川悟、武藤廣茂、増井義久、西口栄一、武中洋勝、野崎隆男、

市田富久夫、中奥雅巳、山口尚紀、清岡義教、河野里志

優勝：市田富久夫

準優勝：矢追家麻呂 ３位：小西敏文
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次回の例会 ２０１６年５月２４日（火） 卓話

講師 奈良ヤクルト販売㈱ 代表取締役社長
奈良大宮ロータリークラブ会員 谷川 千代則 様

演題 「地域に密着した健康応援企業をめざして」

●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 56,000円 累計 2,417,000円

伊藤勝晤 様（RID2650 インターアクト委員長）
平素は地区インターアクト事業にご理解いただき有難うございます。

髙野 治 君 小林様、本日の卓話宜しくお願いいたします。
土谷宗一 君 病気治療のためこのたび退会させていただくことになりました。長い間のお

付合いありがとうございました。
小西敏文 君 土谷様 元気な姿を拝見し、安心しました。退会という話を聞きましたが永

い間お世話になりました。
谷川千代則君 母の葬儀には弔電をいただき、また遠方にもかかわらずご会葬いただきあり

がとうございました。
荒木政信 君 本日、古川さんに結婚日であること教えて頂き助かりました。ニコニコ
楠原忠夫 君 ちょっとうれしいことがありましたので。
萩原 徹 君 欠席続きで失礼します。
矢追家麻呂君 ニコニコ協力です。
倉田智史 君 ニコニコ協力
野﨑隆男 君 ニコニコ協力
野末勝宏 君 ニコニコ協力
南谷正仁 君 ニコニコ協力
河野里志 君 ニコニコ協力
森 完二 君 ニコニコ協力
奥田哲也 君 ニコニコ協力
冨川 悟 君 ニコニコ協力

例会変更のお知らせ

5 月 ■平城京ロータリークラブ■
・５月１９日(木)・・・奈良西ＲＣとの合同例会の為、

時間・場所変更。
時間：18時～
場所：霊山寺

※ビジター受付：同日18：00-18：30までホテル日航奈良3Fフロント
横にて。

■あすかロータリークラブ■
・５月１９日(木)・・・創立25周年記念例会の為、日時変更。
日時：5月21日 17時～

※ビジター受付：5月19日(木)12：00-12：30まで橿原ロイヤルホテル
フロントにて行います。


