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2017-18年度当クラブテーマ

・・・『夢を持って』・・・

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31回 2月27日
通算1867回

◎会員総数 ６４名
◎出席義務者 ４２名
◎出席規定免除者(a)

０名
◎出席規定免除者(b)

２２名
◎本日出席 ５４名
◎本日欠席 ２名
◎本日出席率９６．４３％

第29回 2月13日
通算1865回の修正

◎欠席者 ９名
◎免除者の欠席者 ８名
◎欠席者の補填者 ８名
◎免除者の補填者 １名
◎出席率 ９８．２５％

Rotary International District2650 Nara Japan

奈良大宮ロータリークラブ
Club Weekly Bulletin

■創 立：昭和54年1月23日
■例 会：毎週火曜日17:30
■事務所：奈良市大宮町6丁目3-7 中室ﾋﾞﾙ3F

電話 0742-33-8583／FAX 0742-33-8600
■例会場：奈良市高畑町1096番地

奈良ホテル本館 電話 0742-26-3300(代）
■会 長：藤井正勝 ■副会長：増井義久 幹事：堀内眞治

有井会員より挨拶

こんばんは。大変長い間欠席をさせて頂きました。実は今日
例会に「ビジターなのかな？メンバーなのかな？」と言いなが
ら来ました。皆様方の友情に感謝を申し上げて、あとしっかり
と頑張れるかな、と思っております。今日一日はしっかりと頑
張らせて頂きます。明日はわかりませんので、皆様方の友情に
感謝申し上げてお礼とさせて頂きます。しっかりニコニコはさ
せて頂きました。ありがとうございました。

例会プログラム

第32回3月6日
通算1868回

１．開会点鐘
２．ソング
３．お客様紹介
４．ビジター紹介
５．会長挨拶
６．理事会報告
７．委員会報告
８．幹事報告
９．会員卓話 清岡義教会員
10．閉会点鐘

次回の例会

2018年3月13日（火）

クラブ討論会

（社会奉仕委員会担当）

卓話：大阪経済法科大学

客員教授 村内俊雄 氏

演題：「地域デザインとは？」

本 日 の お 客 様

・森山 朋子 様（社会福祉法人楽慈会／理事長）
・森山 憲克 様（らくじ会グループ／総括施設長）
・二見 淳一 様（株式会社らくじ会／介護付有料老人ホーム

らくじ苑大和西大寺／施設長）
・本村 育与 様（株式会社らくじ会／介護付有料老人ホーム

彩の郷“なら”白寿苑／施設長）
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臨 時 総 会

＜藤井会長＞
それでは、皆さんにご案内をさせて頂きました総会に入らせて頂きます。

まず、奈良大宮ロータリークラブ細則第５条第２節（ｂ）に基づき、臨時総会を開催さ
せて頂きます。クラブ細則第４条第１節（ａ）に基づき、私が議長を務めさせて頂きま
す。まず、本日の出席報告を出席委員会、お願い致します。

＜山口出席委員長＞
本日の出席者は５４名となっております。

＜藤井会長＞
ありがとうございます。只今ご報告頂きましたように、定足数の３

分の1以上を満たしておりますので、本日の総会は成立致します。
本日の議案「インターアクトクラブ設立の件」でございます。本日

の例会前、皆様方のお手元に参考資料等皆さんにお配りをさせて頂き
ました。例会や情報集会での説明で、特に情報集会では50名以上の方
とお話させて頂きました。その情報を参考に無記名で、投票をお願い

したいと思っております。いま投票用紙をお配りさせて頂きので、配っている間に、ま
だ質問等ありましたら挙手をして頂きたいと思います。

＜高辻会員＞
私は、インターアクトクラブ設立の趣旨については、大変賛成して

おります。しかし、こういった形での進め方については全く納得がい
きません。“賛成”“反対”どうしようか、というのは、本日私がい
まから聞かせて頂いて、回答頂いた上で判断しようと思っております
ので、よろしくお願いします。

まず、藤井会長は、1月15日付の文章で、『インターアクトについて
の想い』を述べておられます。しかし青少年奉仕活動は、インターア
クトクラブ、ローターアクトクラブ、そして青少年交換まで関わる』
とまで言っておられます。なぜ今回、インターアクトだけをフューチャー

されているのでしょうか。藤井会長の職業柄、ということでインターアクトを選んだ、
と書いておられますけれども、商売なのでしょうか？私は青少年奉仕活動を選ぶのであ
れば、インターアクト、ローターアクト等、全てを会員に対して情報を開示すべきであっ
て、会員が議論すべきだと思っております。なぜインターアクト一択なのでしょうか。
ローターアクトや青少年交換についての情報公開、協議会、そういった討論の場がなぜ
なかったのでしょうか。私はローターアクト出身ですので、そういった経験も話せると
思うのですけれども、なぜそういった機会を与えられなかったのでしょうか。大変不満
に思っております。

会 長 挨 拶 ◇藤井会長
これから長丁場になりますので、先に有井さんのご挨拶を入れ

させて頂きました。
先ず臨時総会の前に、2650地区からの2020-21年度ガバナーの決
定通知が参りましたで、報告させて頂きます。公示期限の2018年
2月19日までに地区内いずれのクラブ様からも対抗候補者の届出
がありませんでした。つきましては、地区ガバナー指名委員会が
推薦した候補者 福井フェニックスロータリークラブ会員 松原六
郎（まつばらろくろう）君を当地区 2020－21年度ガバナーに決
定したことを宣言致します。以上です。
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それから、10月10日に催されました第四回の定例理事会の議事録には、『インターア
クトの件、相当時間熟考した結果、交渉校に奈良女子大付属高校が最善と思われる』と
あります。いままで例会も情報集会も協議会もありましたけれども、奈良女子大学附属
高校に決まりましたとは書いていませんが、最善と思われたことは一切触れられており
ません。これは何故なのでしょうか。先ほども申しましたが、情報は全て会員に開示す
べきではないでしょうか。相当時間熟考した結果と書かれておられますので、大変議論
があったと思われますが、その経緯についても教えて頂きたい。私は現在、高校のＰＴ
Ａの会長をしておりますし、昔ＰＴＡの会長をした学校もございます。それぞれの理事
長とも懇意にしております。一年前インターアクトを作ろうと聞いた時に、『そしたら
どちらかの高校に自分が責任を持ってお願いに行こうか』と思ったこともありました。
一つの高校は奈良大宮ロータリークラブの奉仕活動にも参加してくれました。もう一つ
の高校は、2011年の3月に有志だけで東北の被災者の活動にもボランティアで行っており
ます。正しく、奉仕活動の理念に相応しい活動だと思っております。何も、奈良女子大
付属をダメというつもりもありません。こちらにはたくさんのＯＢの方もおられます。
麹谷さん、佐川さん、植村さんも、ですね。この方たちが皆さん、責任を持って取り組
んで頂けるのであれば、僕は素晴らしいと思っております。
また先週、藤井会長はこう仰っています。学校選択の明確化ですが、先ほども言いまし
た、『来週皆さんの総意をお伺いさせて頂きまして、それをもって賛成頂いたら、一歩
出させて頂きたい。そしてすぐ、学校の選択の準備委員会を作らせて頂いて、皆さんに
ご協力を頂いて、どの学校になるか、という風に思っております』相当時間熟考して理
事会で報告されているにも関わらず、これどういうことなのでしょうか。
是非教えて頂きたいとおもいます。
＜藤井会長＞
その二点でよろしいでしょうか。

＜高辻会員＞
まだあります。もう一点だけ。

先週、藤井さんはこんなことも仰ってます。『「インターアクトクラブのすべての活動、
方針、プログラムを全面的に管理、監督する」というふうに書いておりますが、もう少
し簡単に言いますと、アドバイザーになってやってください、ということだと思ってお
ります。』管理監督とアドバイザーとは、僕は明確に違うと思っております。管理監督
と書いてあるのに、この期に及んでアドバイザーとはおかしい。もし、本当にアドバイ
ザーといわれるのであれば、もっと早く言っていただきたい。管理監督するという事で
僕たちは議論してきたと思いますが、アドバイザーでよろしいのでしょうか？また、こ
んなことも仰ってます。『学校の顧問の先生が全責任を持って指導をしていただきます。』
全責任は学校の顧問の先生にあり、ロータリークラブはお金を出すだけのスポンサーな
のでしょうか。藤井さんは、情報集会の時にインターアクトについて僕が聴いた時に、
『ローターアクトクラブの方が魅力的だ』とまで仰いました。でもインターアクトなの
です。魅力的なものを先ず、みんなで検討して、それでこれが魅力的だけどやめようか、
とかそういう議論があってインターアクトにいくのならわかるのですが、最初からそう
いう情報を全く示されずにインターアクトというのは、僕はやっぱり納得できないと思っ
ております。

何も藤井さんだけを責めているのではありません。理事会の総意だとも思っておりま
すので、会長でなくても結構です。青少年奉仕の方からも、もし僕が間違っているので
あれば、意見をお聞かせ頂きたい。
＜宮西会員＞
これはやっぱり同じクラブの会員同士の話であって、その質問があるのであれば、やっ

ぱりクラブ協議会にちゃんと出る、それと今日ですね、幹事が送ってから10日以上にな
ります、質問があれば幹事までお願いします、ということでちゃんと案内をしておりま
す。そのような質問を当日されても答えようがない場合もあります。議長、私はもう採
決をとることを強く支持します。
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＜藤井会長＞
それもそうですが、高辻さんのご意見も情報集会の中に同じような意見もあります。

一つ一つ応えさせて頂きます。
インターアクト、ローターアクト、青少年交換、当年度最初藤井の思い付きとなった可
能性も無きにしもあらずですが、理事の方のご賛同を頂いて、インターアクトをさせて
下さい、ということで、執行させて頂きました。ですからインターアクトだけを進めて
おります。そこだけご了解下さい。私は副幹事長の時にローターアクトの人達と一年間
ずっと接しました。非常に良い事は事実です。だけど、当年度はインターアクトだけさ
せて下さい、ということをお願いしました。
次に、奈良女子大学附属高校の件ですが、私もそのことを情報集会で聞かれ、「いや、
まだです」とお答えしております。皆さんの総意で「一歩でも出したらいいよ」という
ことになれば準備委員会を選ばせて頂き、どの学校になるのかをご審議頂いて詰めてい
きたいと思っています。
先ずこの会は一歩だけ出して良いよ、ということだけのご審議をしてください。という
ことで思っております。
もう一つは何でしたっけ？高辻さん。
＜高辻会員＞
いや、今のお言葉でもう結構です。他にも意見はあるかと思います。

＜冨川会員＞
いま高辻さんからもありましたので、重複するところはもう省略させて頂きます。た

だ私は今回、この最終的には臨時総会に於いて決められるのは良いと思いますけれど、
それまでに理事会の役割というのは理事会というのは一年限りの権限ですよね。このイ
ンターアクトのように、未来永劫続くような事については、違う組織を使って、そして
検討して、最終的には理事会が承認して、臨時総会が開かれるという事が筋だと思いま
すが、そういったことがなくて、理事会だけでどんどん進んで行くのはおかしいと考え
ます。
＜藤井会長＞

私は冨川さんがなさったミリラニサンライズのこともよく存じてますんで、非常に良
い事だと思っております。だけどあれは2500地区からそういう依頼があって、既に交渉
があったという事で私も存じ上げているつもりです。
今から、交渉する学校を決めて相手が嫌だという可能性もある、決めてから理事会にか
けて否定されることもあります。ですから、先ず一歩出させてください、というお願い
だけをしております。それだけです。ここからがスタートです。これが答えになったか
どうかはわかりませんが、ご了解下さい。冨川さんがなさった投票の仕方も私良いと思っ
て、今回もそれでさせていただきます。ですから、どなたがどういうふうになさるかは
それぞれのご意見で結構でございます。
それともう一点だけ。アドバイザーの件ですけど、参考項目の中に、「まず学校が主体
です」という言葉があります。で、我々は仕事をさせてもらっておりますが、学校のルー
ルがその学校が決められることに、ロータリーはそれに寄り添ってください、と私は理
解しています。ということでご理解下さい。
＜高辻会員＞
学校が主体というのは定款にあるのですか。

＜藤井会長＞
いえ、この前お配りさせて頂いた資料の参考項目中にあります。

＜植倉会員＞
それは違うと思いますよ。私もこうやってネットで調べましたが、そんなことは一切

書かれておりません。
＜藤井会長＞
参考項目を見てください、そのように載っています。
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＜中條会員＞
もういいのではないですか？

＜植倉会員＞
違うでしょう。違うこと仰ってたら判断できないと思います。

＜藤井会長＞
違うと言われるのであれば、違うとご判断ください。○×は今ここで決めなければい

けないことだと、私は思っています。
＜中條会員＞
もう話は十分であると思います。

＜藤井会長＞
皆様、投票用紙にご記入をお願いします。ご記入いただいた用紙の回収お願いします。

-------- 開 票 -------
＜藤井会長＞
それでは発表させて頂きます。

まず、賛成４２名、反対９名、白票２名、投票なし１名。トータル５４名でございます。
いま発表させて頂きましたように、賛成４２名です。本日出席者５４名の２／３である
３６名以上の賛成をいただきましたので、可決とさせて頂きます。ありがとうございま
した。これで、頑張らせて頂きます。

委 員 会 報 告

◇出 席 委 員 会＞週報に掲載・例会状況報告
◇ニコニコ委員会＞週報に掲載・ニコニコ報告
◇ポリオミッション参加報告＞潮田直前会長
◇親睦活動委員会＞國原委員・家族親睦例会案内の訂正、

鴟尾の会親睦ゴルフの案内

潮田直前会長 親睦活動委員会

國原委員

幹 事 報 告 ◇堀内幹事

・次週例会の予定
2018年3月6日（火）
会員卓話：清岡義教会員

・桜井ＲＣの事務所が
3月1日をもって移転
します
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卓 話 社会福祉法人楽慈会 施設長 森本通徳氏
演題「社会奉仕法人の地域貢献活動の子ども食堂」

◆例会変更のお知らせ◆

2018年3月 ■京都山城ロータリークラブ■
・３月１４日(水)・・・奉仕プロジェクト事業の為、移動例会。

場所：岩船寺
※ビジター受付：致しません。

■桜井ロータリークラブ■
・３月２１日(水)・・・定款細則第6条-１節C適用の為、休会
※ビジター受付：致しません。

■大和郡山ロータリークラブ■
・３月１９日(月)・・・定款第8条第1節Cにより、休会
※ビジター受付：致しません

・３月２６日(月)・・・夜間例会の為、時間・場所の変更
18：30～19：30 グランドサンピア奈良にて

※ビジター受付：致しません

■奈良東ロータリークラブ■
・３月２１日(水)・・・定款第8条第１節C適用の為、休会
※ビジター受付：行いません

・３月２８日(水)・・・あすかＲＣとの合同例会の為、日時・場所変更
日時：3月29日(木)18：00
場所：橿原ロイヤルホテル

※ビジター受付：3月28日(水)17：30-18：00までホテル日航奈良3Fにて
行います

ニコニコ箱 本日計 42,000円 累計 1,843,181円
藤井正勝 君 楽慈会施設長森本通徳様、本日の卓話ありがとうございます。
森山斗福 君 森本氏 卓話ありがとうございます。
北河原公敬君 1267回目の二月堂修二会（お水取り）行法が始まりました。

1年経つのが早く感ぜられます。
有井邦夫 君 長期に渡り欠席で大変御迷惑おかけ致しました！今日より元気に出席致

します。結婚祝に感謝します。ありがとうございました。
川端 昇 君 お花ありがとうございました。
谷川千代則君 昨日次女がアメリカから帰ってきました。ニコニコ
ニコニコ協力 堀内眞治 君 中村信清 君 増井義久 君 辻本和弘 君

南谷正仁 君

●会報・IT委員会/河野里志 鈴木譲 植村将史 清岡義教 webmaster/河野里志


