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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

例会プログラム

本日のお客様
・金 明珠
・降矢貴弘

様（韓国慶尚大学校 日本語教育科文学博士）
様（特別養護老人ホーム らくじ苑）

第45回6月10日
通算1881回
年度末家族親睦例会
１．開会点鐘

金 明珠 様 挨 拶

２．ソング
３．会長挨拶
４．委員会報告
５．幹事報告
６．閉会点鐘

例会状況報告

皆さんこんにちは。ご無沙汰ばかりしておりまして、本当に申し訳
ございません。奈良には以前留学致しましたが、その後帰りまして、
国の母校である慶尚大学というところの教育学部の日本語教育科の教
授になりました。今、サバティカルで琉球大学を１年間受けていまし
て、旅行で奈良来て、北河原先生に伺ったらまた出てこいと言われま
して、今日着いたばかりです。あの時本当に優しく親切にしていただ
きました。特に北河原先生のご家族の皆さんには、お蓮が咲く時、桜
が咲く時と季節ごとや年末などに呼んでくださいました。先生は分か
らないと思いますが、今講義で日本の文化のことをいつも言っていま
す。今日皆さんにお会いできて本当にうれしいです。ありがとうござ
います。

第44回 6月5日
通算1880回
◎会員総数
６５名
◎出席義務者
４３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
５３名
◎本日欠席
５名
◎本日出席率９１．３７％
第42回 5月22日
通算1878回の修正
◎欠席者
７名
◎免除者の欠席者 １０名
◎欠席者の補填者
２名
◎免除者の補填者
０名
◎出席率
８７．２７％
次回の例会
2018年6月19日（火）
年間報告
（例会後、クラブ協議会③）
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会 長 の 時 間 ◇藤井会長
今年度最後の理事会をさせていただき、いろいろ皆さんに報告する
ことがございます。どうぞよろしくお願いいたします。まず報告事項
の中では６月３日にディスカッションリーダー研修会がございまして、
楠原先生にご出席していただきました。これからよろしくお願いいた
します。また、カウンターに社会を明るくする運動のポスターがござ
います。５月１１日に大塩さんに出ていただきまして、そのパンフレッ
トとポスターがカウンターにございます、どうぞ皆さんご協力してあ
げてください。あと第四回の情報集会につきましては、すべての資料
が集まっていませんので、集まり次第状差しに入れさせていただきま
す。それと、米山奨学総会、６月３０日に行われます。その時には、
当年度の米山生と野﨑さんにご出席いただくことになっております。
次に審議事項では、５月に行いました職業奉仕主催のアートクラフト
フェアの事業報告と決算がありましたので、これを承認させていただきました。あと、６月２
９日のクラブ協議会ですが、例会後、委員会の皆さんに当年度の年度報告をしていただき、そ
のあと、いろんなディスカッションしたいという話をしていましたが、皆さんおられる前でい
ろんな質問事項、また反省点を言っていただければ、これからの役に立つ事になるのではない
かということで、例会の時間中にご報告させていただくということにしました。あと、奈良県
教育振興会というのが、参りました。これは、理事会の中で話をさせていただきましたが、ま
だ詳細がはっきりしませんので、私と青少年委員長弓場さんで見て、するかしないかの一任を
いただきました。それと非常に寂しい話でございますが、退会者がおられますので、皆さんに
ご報告をさせていただきます。矢追さん、楠木さん、植倉さん、以上３名の退会届が出ており
ます。慰留もさせていただいたのですが、皆さん意志固く６月末をもって退会ということで承
認させていただきました。あと新入会員の件でございますが、宮坂さんの７ｄａｙｓが終わり
まして、あとは入金して頂ければメンバーとなりますが、宮坂さんの入会日は６月２６日友愛
例会の時ということで了解をしました。あと事務局員さんお二人の雇用と労働保険を理事の皆
さんに決めて頂き、今粛々と進めております。最後に当年度の事業でガバナー賞にチャレンジ
しようという事で、副会長が書類を作って提出しております。いただけるかどうか分かりませ
んが、いただけたら次年度皆さんに報告させていただきたいと思っております。ありがとうご
ざいます。
RＹＬA研修報告
この度は国際ロータリー地区2017-18年度ＲＹＬＡ研修に参加させていただき、ありがとうご
ざいました。私は降矢貴弘と申します。いつも父がお世話になり、ありがとうございます。
私の義父は市田富久夫です。
まずは、少し自己紹介をさせていただきたいと思います。私は大阪で生まれ育ち、高校を卒
業してから７年間、鋼管工業の現場で働いておりました。妻と２年前に結婚し、奈良へ引っ越
してきました。片道１時間半かけて大阪まで仕事に通っていましたが、昨年肩の調子が悪くな
り現場で働くことが困難になったことがきっかけで転職しました。父の紹介で特別養護老人ホー
ムらくじ苑へ転職させていただくことになり、今は森山会長のもとで勉強させていただいてお
ります。そのご縁で今年度のＲＹＬＡ研修のお話をいただき、参加させていただくことになり
ました。今から少しですが、研修の感想をお話させていただきたいと思います。
私は今まで同世代の異業種の方と交流する機会がなかったので、今回の研修はとても新鮮で
実り多いものとなりました。講演でも学ぶことはありましたが、班の中での会話は年齢が近い
ということもあり、感じる部分が多くありました。その中でも現場監督をしている同世代の班
員が「全ての業務を把握し、もうこれ以上学ぶことはないと思っていたが、現場監督になった
今だからこそメモは欠かさず、帰宅後に文章化し、毎日復習をしている。」と言っていたこと
がとても印象に残っております。自分もいつかは業務を把握し、メモに頼らず仕事をしていけ
るものだと考えていたので、大変驚きました。入社してから今もメモをとることは変わってい
ませんが、研修を終えてからは特に毎日復習をするようになりました。
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研修中は食事も寝る部屋も班行動でした。決められた時間以外は班の仲間と楽しく雑談をし
て過ごしていましたが、１日の終りにその日の講演を振り返り、最終日の発表会の内容を考え
る時間では、それぞれの考えや感想を共有し真剣に話し合いました。班員ひとりひとり、メリ
ハリをつけて真剣に話すことのできる環境に自分自身も自然と気持ちを切り替え、考え、学ぶ
ことができました。
講演では「とにかく書く、新聞を読むなど基本的なことができる人間がクリエイティブな発
想を生み今後のリーダーになっていく」とおっしゃっていました。今まで私はクリエイティブ
な発想のできる人間ではないと自分のことを勝手に思っていましたが、そういう日々の積み重
ねを怠っていただけであり、今後は基本的なことからしていかなければならないと感じました。
その他にも「魅了のある人間になる」や「人生にＴＯＯ ＬＡＴＥはない」など経済の話だけ
ではなく、目に言えない部分の話も多くなり、努力をすれば社会の中で成長するチャンスがあ
るのだと思うことができました。
そして今回のＲＹＬＡ研修で一番感銘を受けたのは、最後の講演をされた川口加奈先生の講
演でした。この方は現在２６歳で自分と同年齢でした。川口先生は大阪のホームレスの人たち
が社会復帰できるようにサポートする活動をされています。ホームレスの人たちのニーズが社
会に届かないということに着目し、自分がニーズの体現者になろうと、周囲に反対をされなが
らもこの活動を続け、今も社会に貢献されています。このような活動をするきっかけになった
のは高校生の時で、学校への道中、駅の下で炊き出しに並んでいるホームレスの人を見て自分
も何か行動を起こそうと決意されました。最初はボランティアで炊き出しに参加したり、寝て
いるホームレスの人に食事を持って行ったりという小さな行動から始まり、その後自分でカフェ
を聞いてホームレスの人を呼んで食事を提供するなど尽力されました。そして若干１９歳でHom
edoorという施設を設立され、様々なコンテストに出場し、ホームレスの現状を知ってもらうた
めに行動された、その行動力に私はとても感銘を受けました。
私は高齢者を相手にする仕事をしており対象者は異なりますが、相手のニーズにこたえる仕
事をするという点では共通する部分があると感じました。川口先生のことばで特に印象に残っ
ているのは「知ったからには、知ったなりの責任がある」という言葉でした。私も最近までは、
介護のこと、高齢者のことは全くと言っていいほど無知でしたが、老人ホームで働かせていた
だくようになり、それらを学んでいる最中です。そして学びの中で知った現実も多くあります。
そういう意味では、「知ったからには、知ったなりの責任がある」という言葉通り、何事にも
妥協せず責任をもって行動しなければならない。ということを改めて感じました。
今回の研修を終えて感じたことは、「どのような職種、立場であっても組織を引っ張っていく
ために、しなければならないことは変わらない」ということでした。
このたびのＲＹＬＡ研修を通して学んだことを生かして今後は日々の業務をこなすだけでな
く、いろいろな角度から物事を考え利用者様に喜んでいただけるよう、そしていつまでも上司
の指示を待たず、自ら行動し、いずれは人を引っ張っていく立場になれるよう努力してまいり
たいと思っております。お聞き苦しい点も多々あったと思いますが、最後までご清聴ありがと
うございました。
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委員会報告

幹事報告

◇出 席 委 員 会＞・例会状況報告（週報に掲載）
◇ニ コ ニ コ 委 員 会＞辻本委員 ・ニコニコ報告
◇親 睦 活 動 委 員 会＞市田委員長
・第3回親睦ゴルフの報告及び
第4回親睦ゴルフの案内の件
・家族親睦例会の件

・次週例会の予定
2018年6月12日（火）は休会
6月10日例会振替
「年度末家族親睦例会」
場所：ザ・ヒルトップテラス11：00
受付11：30～14：30
10：45バス乗車出発
（関西アーバン銀行前）
・本年度活動報告書作成のお願い

◇堀内幹事

親睦活動委員会
市田委員長

卓話
卓話講師：法相宗大本山 興福寺
教学部執事長 事務取扱 夛川 良俊 様
テーマ「興福寺中金堂の再建について」

プログラム委員会
多田副委員長

ニコニコ箱

本日計

58,000円

累計

2,579,181円

金 明珠
藤井正勝

様 ニコニコ協力
君 夛川良俊様、本日の卓話ありがとうございます。また元米山奨学生の金様よう
こそおこし下さいました。
潮田悦男 君 親睦ゴルフでカゼを引いてしまいました。
北神徳明 君 例会連続欠席のおわび
北河原公敬君 もと米山奨学生の金明珠（キム・ミョンジュ）様、今日は例会に出席していい
ただき、カウンセラーを２６年前に致しました私は、とてもうれしく思ってお
ります。又元気に活躍しておられることもうれしい限りです。
髙野 治 君 メンバーと運に恵まれ、先日の親睦ゴルフ大会で久しぶりに優勝させていただ
きました。有難うございました。
中村信清 君 梅雨前の梅、今日無事収かくしました。
宮西正伸 君 堀内幹事、残すところ1ヵ月、あともう少しですね。
森山斗福 君 降矢君、ライラお疲れ様です。
ニコニコ協力 河野里志 君 辻本和久 君 野末勝宏 君 堀内眞治 君 増井義久 君
山口尚紀 君
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●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

