
本 日 の お 客 様

・名井 陽平 様（京都西ＲＣ）
・下村 由加里 様（奈良西ＲＣ）

会 長 挨 拶

本当にさわやかな季節となってまいりました。
改めてまして、みなさん、こんにちは。熊本地震復興支援活動のボ
ランティアに７名の方に行っていただきまして、本当にありがとう
ございました。皆さん方、お疲れになったと思いますけれども、一
つよろしく、今後ともこれに懲りずにお願いいたしたいと思います。
ありがとうございます。

委 員 会 報 告

親睦活動委員会：門脇委員長
・親睦ゴルフコンペが6月9日柳生c.c.9：00集合となります。これは
本日締め切りです。今一度出欠表を回しますので、出席お願いいた
します。
・年度末家族例会ですが、近鉄奈良駅と近鉄学園前駅を出発すると
いうことでご案内させて頂きましたが、ＪＲ王寺駅からも出発する
ことになりました。ＪＲ王寺駅の北側11：10出発します。今一度ご
確認お願いいたします。よろしくお願いいたします。

奉仕プロジェクト常任委員会：増井委員長
急に決まりました熊本地震復興ボランティアについて報告させて頂
きます。詳しくはまた理事会でさせて頂きますが、5月27～29日熊本
益城町の方で炊き出し支援活動をやってまいりました。私どもロー
タリークラブ、そして奈良市飲食店組合の協力の下、させて頂きま
した。そして、場所といたしましては、益城町町立中央小学校、こ
れは28日のお昼、益城町町立広安西小学校28日、益城町町立広安小
学校、これが29日の昼です。内容につきましては、私のFacebookの
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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41回 5月31日
通算1786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 ６０名
◎本日欠席 ７名
◎本日出席率８９．５５％

第39回 5月17日
通算1784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 ６名
◎免除者の補填者 １名
◎出席率 ９６．９２％

例会プログラム

第42回6月7日

通算1787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．卓話

㈱松岡ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 会長

松岡嘉平治様(ｸﾗﾌﾞ会員)

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！」



方にも載せさせていただいております。またよかったら見てください。
連携としまして、現地の熊本りんどうロータリークラブ、またNPOくまもとの連携をさせて頂
いてこの事業ができましたことを報告させていただきます。現地の活動につきましては、あ、
それと、関西広域連合ということで、奈良県・奈良市の職員の方もご活躍されてまして、向こ
うで一緒にさせて頂きました。現地より炊き出し支援の要請がありまして、熊本りんどうロー
タリークラブ、NPOくまもと、関西広域連合、そして奈良市の飲食店組合の協力の下、炊き出
しを行ってまいりました。震災から1ヶ月経っておりまして、現地の方ではもう落ち着いてる
のかな、と思いましたけれども、ほとんど手つかずの状態でした。私もいままで東日本にも行っ
てまいりましたし、阪神・淡路も炊き出しの支援もしてまいりましたけれども、その中で比べ
ても熊本の被害はかなりひどいものだったという感じを受けました。いまだ益城町では2,000
所帯以上の方が避難生活を余儀なくされていました。毎朝朝はコンビニのおにぎり、昼はパン、
夜はコンビニのお弁当ということで、毎日これが続いて、もう一月以上も同じ生活をされてい
る中での炊き出しの要請でした。私ども考えた中で、炊き出しという連絡を受けましたので、
奈良のやっぱり美味しいものを持っていけたら、ということでいろいろ考えさせて頂いて、支
援活動をやってまいりました。本当に皆さん、正直、みなさん、行って頂いたメンバーの方に
聞いて頂いたらわかると思うんですが、「温かい食べ物が食べたい」という思いが多く持って
おられる、また、ストレスが大変高い毎日でした。私どもいった中では3日間ずっと雨でした。
その中で、ストレスの中で、おいしい食事を出せたことが少しでも救いになったんじゃないか
と思っております。先ほどもありましたように、奈良から片道750kmほどございます。約10時
間かけて堀内君、また西本君の方に運転を頼みまして、行くことができました。大変、送迎用
のバスを改造して行ったものですから大変ちょっとコンディションが悪い車で行かせて頂きま
した。良い車で本当は行きたかったんですが、費用の問題、そして改造をしなければいけない、
ということでそういう形になって、大変ちょっと運転していただいたみなさんにはご苦労をか
けたと思います。また、雨の中慣れない高速道路ですので、ストレスがかかったと思いますけ
ど、無事往復行ってくることができました。本当にあまりゆっくりすることのできない3日間
でしたけれども、無事行ってくることができましたので、ご報告と、それと皆様のご協力でこ
の事業ができましたこと、お礼の言葉としてご報告させて頂きます。
詳細につきましては、また理事会の方で提出させていただきますので、よろしくお願いいたし
ます。簡単ではありますけれども、ご報告に代えさせて頂きます。

益城町立広安西小学校長御礼状
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幹 事 報 告

・熊本地震復興支援の際、熊本りんどうロータリークラブの間嶋会長が、雨の中、駆けつけて
くださいました。熊本りんどうロータリークラブは、最も被害の酷かった益城町を中心に活動
しておられるクラブです。メンバーは17名で多くの方が被災されたとのことです。また、事務
局、例会場も被害を受けたと聞きました。このようにバナーを頂戴しましたので、私どもの方
からも送らせていただくことにしております。回覧いたしますので、ご覧いただければ、と思
います。
・本日状差しの方に6月例会予定のご連絡というのを入れております。6月の例会日程に関しま
してわかりにくいところがありましたので、もう一度ご確認頂きますようお願いいたします。

Ｒ Ｙ Ｌ Ａ 研 修 報 告

髙野幹事
先日福井の方でＲＹＬＡが開かれまして、実を言うと私の娘がお世話になってまいりました。
本日修了証をお渡しして、その後娘の方から一言ご挨拶とご報告をさせていただきます。

RYLA研修参加者：髙野祐希子さん（奈良女子大学 学生）
≪修了証 授与≫
皆様こんにちは。ただいまご紹介にあずかりました髙野祐希子と
申します。奈良大宮ロータリークラブ様のご支援・ご推薦により、
このたび5月20日から22日までの3日間、国際ロータリー第2650地
区2015-16年度ＲＹＬＡに参加させていただいてまいりました。
このＲＹＬＡへの参加により、私は多くのことを学ぶことができ
ました。今回のご支援・ご協力のお陰でございます。本当にあり
がとうございます。本日は私がＲＹＬＡに参加させて頂き学ばせ
て頂いたことを、簡単にではございますが、ご報告させて頂きた
いと思います。
ＲＹＬＡのプログラムは本当に充実した3日間でございました。
作法研究家でいらっしゃる林小春先生による世界における文化の
違いや、日本の伝統的精神である「思相」を通じての日本の心に
関する講義、そして㈱致知出版社 月刊誌『致知』編集長でいらっ
しゃる藤尾秀昭先生による、多くの著名人たちの成功を通じて学
ぶ人間学の講義を受講させて頂きました。これらの講義は日本な
らではの魅力である「和」の心を大切にし、さらに世界に羽ばた
きたいという私の夢、そしてその夢に邁進していきたいという思
いをより強くさせてくれるものでした。また、福井県立恐竜博物館に連れて行っていただいた
り、永平寺の精進料理や座禅の体験、法話を聞かせて頂いたり、と貴重な体験をたくさんさせ
ていただきました。
さらに我々受講生は10～11人の班に分けられ、私は4班に配属されたのですが、3日間を通して、
各班ごとでのミーティングを行いました。毎晩行われたミーティングでは、各班ごとで一つの
テーマについて話し合い、最終日にプレゼンを行いました。今回のプログラムに於いて最も私
を成長させてくれたのは、このミーティングではないかと思っております。私は今回4班の班
長を務めさて頂きましたが、限られた時間の中で初対面のメンバーをまとめ上げ、一つのテー
マについて話し合うということは、難しい点もありました。しかし、この経験を通じて私は、
人の上に立つ者たるもの、どういった人間であるべきなのか、また、メンバー全員に責任感を
感じさせ、それぞれが主体的に動いてもらうためにはどのような働きかけが必要なのか、とい
うことを多く学ぶことができました。これは今後の日本の未来を担う若者の一人である私にとっ
て、とても意味のある経験になったと思っております。
私は今回のＲＹＬＡを通じて、自らの夢に向かい邁進し、そして将来的にはこの奈良でリーダー
シップをとる一員になりたいという思いを、より強くすることができました。今回このような
貴重な経験をさせて頂けたのは、偏に皆様のおかげでございます。誠に感謝申し上げます。あ
りがとうございました。
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卓 話

有限会社OSU ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾒﾃﾞｨｱﾌｧｸﾄﾘｰ 代表取締役 山崎功詔様
『デジタル時代をスマートに生き抜こう』

皆さま、こんばんは。京都西ロータリークラブにお世話になっております、山崎功詔と申しま
す。いま、清岡先輩からご紹介いただきましたけれども、清岡先輩にはローターアクトの時代
に大変お世話になりまして、今日の卓話のお声掛けを頂戴いたしました。有限会社OSU ﾃﾞｼﾞﾀﾙ
ﾒﾃﾞｨｱﾌｧｸﾄﾘｰという会社を2002年から私たちの仲間で運営しておりまして、そしてまた大阪産
業大学、私の母校でありますけれども、恩師のご縁もありまして現在は3つの授業を担当させ
ていただいております。私どもの会社自体はデジタルメディアとホームページですとか、印刷
物のデジタルデータを作ったり、その他諸々そういったパソコンに関することのご相談を頂戴
している会社でございます。その流れで今、大学の中では『デジタルメディア論』というもの
と『マルチデジタルビジネス論』を私の方でさせていただきまして、ワード・エクセルの授業
を二人の先生で務めているという状況でございます。今日も実はデジタルメディア論の授業が
ございまして、夕方4時10分からという授業だったのですが、こちらに来させていただくには4
時20分には終わらなければならないということでしたので大学生にはテストを投げて帰ってま
いりました。今日お話させていただく内容は、そんなデジタルメディア論のなかでも話をして
いる内容でございますけれども、今、私たちの生活の中ではデジタルメディアというものに包
まれて生きているような社会ではないかな、と思います。アナログとデジタルの共存で今はき
ておりますけれども、アナログからデジタルになったものが今では沢山ございます。そんなメ
ディアを少しご紹介させていただきながら、今日は皆さんに一番身近な携帯電話、スマートフォ
ンについてご理解というか、これからのデジタル社会をスマートに生きていこう、ということ
をテーマにお話を進めていきたいと思いますので、何卒よろしくお願いします。いささか緊張
しておりまして、噛み噛みでございますけれども、内容はパワーポイントでございますので、
皆さんにご覧いただきながら進めていきたいと思います。
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次回の例会 ２０１６年６月１４日（火） 年間報告

●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 65,000円 累計 2,580,000円

山崎功詔 様（京都西ＲＣ）本日はお招き頂き誠に有難うございます。
下村由加里様（奈良西ＲＣ）素敵なライラ受講生をご推薦頂きありがとうございました。

髙野さんガンバレ
中村信清 君 山崎社長 本日の卓話よろしくおねがいいたします。
髙野 治 君 山崎様、本日の卓話、宜しくお願いします。RYLAでは娘がお世話になり有難

うございました。
清岡義教 君 本日の卓話、楽しみにしております。
藤井正勝 君 下村さん、御苦労さまです。本日は、つきそいよろしくおねがいいたします。
小池恭弘 君 平成28年5月27日から29日 奈良大宮ＲＣ熊本地震災害ボランティアに参加さ

れた皆様方御苦労さまでした。激震地の熊本益城町に入り炊き出しを3所行い
ました。特に増井氏、堀内氏、奈良＝熊本間往復の自動車運転御苦労さまで
した、感謝致します。

佐川 肇 君 熊本県益城町での災害支援ありがとうございました。
麹谷 瀞 君 明日6月1日は写眞の日です。「写眞術」はフランスで1839年に公表されてか

ら18年後のあんせい（1857）年には、もう日本人の手で撮影に成功していま
す。すごい事ですネ。皆様、近ごろ家族でそろっての写眞はいつお撮りにな
りましたか？ご来館をお待ちしています。

武藤廣茂 君 先週、6人目の孫が生まれました。母子共に元気です。我が家にとっては初め
ての男の子の誕生です。平野先生、ありがとうございました。

宮西正伸 君 先日はＰＳ会で大変お世話になりました。有り難うございました。
谷川千代則君 結婚記念日にお花 ありがとうございました。
有井邦夫 君 久し振りに出席致しました。よろしく御指導下さい。
倉田智史 君 ニコニコ協力
中奥雅巳 君 ニコニコ協力
野﨑隆男 君 残すところ、あと１ヶ月となりました！多大なるニコニコの協力 よろしく

お願い致します。

例会変更のお知らせ

6 月 ■やまとまほろばロータリークラブ■
・６月３０日(木)・・・例会時間変更。
時間：16時～

※ビジター受付：6月30日12：00-12：30
例会場(駅前グリーンビル3F大和信用金庫駅前別館)にて行います。

■奈良東ロータリークラブ■
・６月１５日(水)・・・定款第6条第1節(C)により、休会。
※ビジター受付：6月15日17：30～18：00までホテル日航奈良3F
にて行います。


