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例会状況報告

第11回 10月2日
通算1894回

◎会員総数 ６２名
◎出席義務者 ４４名
◎出席規定免除者(a)

０名
◎出席規定免除者(b)

１８名
◎本日出席 ４９名
◎本日欠席 ６名
◎本日出席率８９．０９％

第9回 9月9日
通算1892回の修正

◎欠席者 １名
◎免除者の欠席者 ８名
◎欠席者の補填者 ９名
◎免除者の補填者 ２名
◎出席率 ９８．１４％

例会プログラム

第12回10月9日
通算1895回

１．握手・挨拶
２．開会点鐘
３．ソング

４．お客様紹介

５．ビジター紹介

６．会長報告

７．米山奨学金授与

８．委員会報告

９．幹事報告

10．卓話 米山奨学生

ガルブジャ、プルナ

プラサッド 君

11. 閉会点鐘
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2018-19年度 RIテーマ

RI会長 バリー・ラシン

RI第2650地区ガバナー

中川 基成

会 長 の 時 間 ◇武藤会長

皆さんこんばんは。先週は21号と同じくらいの規模の台風が来ると
いうことで、前のようなことになったら大変だと身構え、心配してお
りましたが、若干コースが変わったということで、近畿には大きな影
響がなく安堵しております。テレビなどを見ておりますと、 近楽し
くないような話もいろいろとございましたが、やっと明るいニュース
といいますか、昨日ノーベル賞の受賞がありまして、本庶佑（ほんじょ・
たすく）さんという京都大学の特別教授の方がノーベル医学生理学賞
をお取りになりました。プロフィールがいろいろ紹介されておりまし
て、勉強は幼いころから卓越したものがあったということですが、そ
の他テニスはされる、フルートを吹かれる、マージャンもされる、ゴ
ルフもされる、ゴルフには今はまっておられて、エージシュートを狙っ
ているという話がありまして、我々に接点あるのはマージャンとゴル
フくらいかな、ちょっと寂しいなと思いますが、レベルが違うなと感
じました。久方ぶりに明るい話でしたので、ご存じの方も多いかと思
いますがご紹介させていただきました。
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また本日開催の理事会報告をさせていただきます。報告事項につきましては、後程の
委員会報告や担当の方からご報告があろうかと思いますが、審議事項につきまして三点、
皆様方にお知らせしておきたいと思います。一点目は第2回クラブ協議会の日程変更の件
です。先日刀根パストガバナーにクラブ戦略計画についてお話をいただき、協議会のテー
マもそのような形で10月9日の例会後に予定しておりましたが、大事なことですので、も
う少し中身を詰めたいと未来計画委員会より話があり、大変申し訳ありませんが、10月
30日の例会後に変更させていただくことを決定いたしました。

二点目は米山記念奨学会の特別寄付の件です。昨年は皆様方に22,000円ご協力いただ
きましたが、今年度は40周年でもご協力いただいておりますので、20,000円とすること
に決定いたしました。三点目はロータリー財団の年次寄付の件です。これにつきまして
は昨年と同様、11月に15,000円ご協力いただくことに決定いたしました。以上です。

Ｒ Ｌ Ｉ 研 修 会

第2回ＲＬＩ研修修了証書授与

・倉田副幹事

委 員 会 報 告

◇出席委員会
成田委員

・出席報告

◇ニコニコ委員会
國原委員長

・ニコニコ報告
9月は例会が少なかった
ですので、10月もご協
力よろしくお願いいた
します。

◇中嶌副会長

・第1回情報集会の件
本日皆様の状差しに第1回情報集会のご案内を入れております。

テーマは「私にとってのロータリー」ということで、今回の班別
は年齢層を広い範囲で分けております。各自にとってロータリー
はどういう意味があるのか、どういうことに役立ったなど、経験
年数の長い方、年長者の方、いろいろな方から意見を聞いていた
だいて、会員増強やこれからのクラブの方向性について考えてい
ただければということで、テーマを決めさせていただきました。
10月12日から19日までの間に開催いたしますので、多数の皆様の
ご出席をお願いいたします。



3

◇米山奨学記念委員会 石野委員長

次回の例会で皆様の状差しに寄付封筒を入れさせていただきま
す。先程会長から2万円とご案内がございましたが、今年は40周
年ということで、是非多くの皆様のご寄付をお願いしたいと思い
ます。また金額につきましては上限はございませんので、沢山の
ご寄付をよろしくお願いいたします。

◇親睦活動委員会 水野委員長

9月25日の第1回親睦ゴルフコンペにご参加いただきました皆様、
誠に有難うございました。成績は第1位が中奥さん、アウト35、
イン40で優勝されました。第2位が小林さん、第3位が山口さんで
した。次回も多くの皆様のご参加をお願いいたします。

◇雑誌・広報委員会 野末委員長

・「ロータリーの友」読みどころ案内
縦組はP9～の「クラブを訪ねて」に100歳のご長老がおられま

す大阪堂島RCの紹介があります。歴史を語っておられ、例会を
月2回にされたことなど載っております。横組みはＰ18～の米山
梅吉生誕150年を迎えて、P24～は世界大会が行われますハンブル
クの特集がありますので、是非お読みください。

◇インターアクト委員会 弓場委員長

皆様の状差しにお知らせを入れております。10月8日体育の日、
いよいよ奈良女子大学附属中等教育学校インターアクトクラブの
創立総会を開催させていただきます。場所が分かりにくいという
ことで、大きな地図も付けております。内容は総会と懇親会となっ
ております。会員の皆様は午後1時に現地集合、お手伝いいただ
けます方は昼食をすまされ、12時に集合いただけましたら幸いで
す。何度もインターアクトクラブのメンバーと接しておりまして、
本当に素晴らしいメンバーに集まっていただいたと思っておりま
す。彼ら彼女らの晴れ姿を見に是非ご参加いただきたいと思いま
す。
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幹 事 報 告 ◇谷川幹事

・西日本豪雨災害募金のお願い

・合同例会 例会日変更の件 18日木曜日

・ＩＭ会場には公共交通機関での来場お願いします。雨の時
受付に傘を預けるので自分の物がわかるようにしてくださ
い。

・インターアクト創立総会、中川ガバナーの他地区・県内か
ら多くのロータリアンにご出席いただきます。予定が変わ
り出席できる方は谷川か弓場委員長に連絡お願いします。

会 員 卓 話

宮坂 勝紀 会員

非常に緊張しておりまして。宮坂でございます。
人前で話をするのが不慣れでお聞き苦しいと思いますが、よろしくお願いします。
今回の卓話は、自己紹介・事業の紹介・結びというかたちで進めてまいります。
6月26日にこの奈良大宮ロータリークラブに入会させていただき早や3ヶ月が過ぎていく
速さに驚いているところです。1週間がとても速く感じています。

私は何のとりえもない人間ですが、宮坂という人間を知っていただくゆえに改めて自
己紹介をさせていただきます。私は大和郡山市筒井町で生まれ、昭和28年6月5日生まれ
で65歳になりました。旧姓は吉田と申します。上に姉二人と弟が一人の4人兄弟です。
6月生まれで雨男なんです。ゴルフがあるときは、雨に降られることがよくあります。
28年間郡山市民として生活しましたが、28歳の時吉田から宮坂に姓が変わったのです。
宮坂家には子供が無く宮坂久永の子供として宮坂家に入り、29歳の時に見合い結婚をし、
二人の息子を授かりました。長男は今一緒に事業をしており、2歳半のかわいい孫が一人
おります。次男は三重県名張市のガス会社で仕事をしております。私の戸籍は非常に複
雑で、父親が3人、母親が2人います。一人目の父親は、産みの父親ですが、内閣総理大
臣の吉田茂ではありませんが、吉田茂といいます。
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私が生まれて間もなく亡くなっています。私は、父の軍服姿の写真しか知りません。
「あんたの父は、近衛兵として召集を受け天皇さんに仕えていた」と母が小さい頃よく
言っていました。

二人目の父は、吉田家の四男(末っ子)で育ての親です。20年前に亡くなりました。三
人目の父親は、宮坂久永、3年前に亡くなった会長です。私の実母の弟で叔父にあたりま
す。実母も会長の後を追うように2年前に亡くなりました。

私は、小さいころ足が速かったので地区の中学(南中)に入った時、先輩に強引に陸上
部に誘われ1年弱練習をしましたが、ただ走るだけで面白くなかったのでその後バスケッ
トボールを2年間しました。高校に入った頃、サッカーの釜本の時代、メキシコオリンピッ
クで銅メダルを取りサッカーブームでサッカー人口も増えているときでした。
奈良でもクラブチームも多く出来、高校のOBを集めて「奈良フットボールクラブ」を結
成し、奈良県サッカー協会に加盟し、今もリーグ戦に参加しています。チーム結成5年く
らいで1部リーグまで上り詰めましたが、今は3部リーグの上位で毎年上位リーグとの入
れ替え戦で勝利できず3部にとどまっております。私は高校の3年間建築を学び、大型の
陸橋「太鼓橋」のような後世にいつまでも残る橋を建設してみたいという夢を持った時
もありましたが、宮坂会長から声を掛けられ「設備の仕事をやらないか。建築も設備も
一緒やで。家を建てても設備が無かったらただの箱やで」と言われ、その後宮坂工務店
で47年間、今に至っています。

それでは、事業の紹介をさせてください。弊社は総合建設業で、土木・建築・舗装・
管・水道事業に携わっていますが、重きは管事業です。その中でも大阪ガスの指定工事
会社として、都市ガス・LPガスの工事をさせていただいております。道路に埋設する本
管工事、お客様の敷地内での内管工事、住設機器の新設、取替工事等々大規模な学校・
ビル・マンションから木造戸建て住宅まで、またガス栓の取替まで行っております。創
業昭和25年、社員は35名、協力会社は土木で3班います。JR奈良駅の北側、今の駐車場の
所にガスタンクが2基ありました。奈良ガスの時代からガスに携わっておりました。
入社して間もなく配管後の気密テストに毎日現場に通いました。今のUR公団住宅平城団
地の現場にです。そのおかげで気密検査にはだれにも負けない自信があります。
奈良市新庁舎の新築工事では「あんたは建築出てるからできるやろ」と言われ現場に放
り出され800～900巾の梁に自分でスリーブを入れながら現場監督をした苦い思い出があ
ります。西大寺の奈良ファミリーでは入社したおり、今の前の建物の新築工事中で現場
に材料を運んでおりました。20年後に解体現場にかかわり、今の建物の建て替え工事に
も 初から 後まで現場管理ができた思い出は忘れられません。各フロアーごと資材の
運搬用トラックが動き回っていた大きな現場が印象深く、そんな現場を何事もなくガス
を安全に開通させられたこと、そして店舗がオープン開店できたことは嬉しかった思い
出です。結びに、私共にはいろんな、様々な工事がありますが全て皆様にご迷惑をおか
けし、工事をさせてもらっています。 小限に抑え、お客様に安産に安心してガスを使っ
ていただける設備を提供し続け、選ばれる企業を目指します。
ロータリアンの精神を企業活動を通じ磨いていきたいと思っています。
奉仕の誠心で
・事業所の前面道路を毎日清掃
・毎日の工事を、「する前よりもきれいにして帰ろう」を合言葉に取り組んでいます。
ありがとうございました。 （動画もご覧いただけます。）



6

会 員 卓 話

吉田 英正 会員

8月末に入会を致しました、吉田英正と申します｡この度は、伝統ある奈良大宮ロータ
リークラブに入会を承諾頂いた事を光栄に感じております｡未だ未だ、当クラブの事や、
ロータリークラブ全体の仕組みなど勉強中の身ではありますが､宜しくお願いします。
私は昭和47年12月11日生まれの子年、射手座です。この日､ 後のアポロ宇宙船17号が月
面着陸をしました。応仁の乱の原因となり二十代で陣歿する足利9代将軍義尚、幻想交響
曲で知られる作曲家ベルリオーズ､アリスの谷村新司、たけし軍団の井出らっきょが12月
11日生まれの有名人です。初孫で、命名も祖父ですが､「出家しても良いように」と、英
正と名付けたようです。よく分かりません｡「えいしょう」とでも、読ませたかったので
しょうか。
本クラブですと､紹介者である山口､平方両君が同学年でして、彼等とは､奈良商工会議

所青年部以来の付き合いです。幼稚園は東大寺学園幼稚園でした。附属小学校が無かっ
た為に地元の大安寺小学校に入学､所謂「お受験」で東大寺学園中学校に入学できれば良
かったのですが､諸般の事情により､俗称「河内の学習院」こと、近畿大学附属中学校、
同附属高校を経て､近畿大学に進学致しました｡家業が電機屋ですので、本来なら理工系
を目指すべきなのでしょうが、生来､算数が苦手でして､理系への進路は中学１年 初の
中間試験で断念しました。文系で自営業ならば法学部、商経学部に進む同級生が殆どで
した。しかし、「必ず家業を継ぎます。電気の資格も取得します」との約束の下､文芸学
部国文学科に入学、更に大学院で2年間過ごしました｡何故、国文学科だったかと言えば、
たまたま模試で成績が良かつたからと言う微妙な動機でしたが、中学時代から増え始め
た本は学生時代爆発的に増殖し､今では、自室で本の隙間に寝かせて貰う状態です。所謂
「バブル崩壊」が起こり､就職活動もままならず自社に入社。親との約束を果たすべく電
気関係の勉強を始めたのですが､参考書を開いても何が書いてあるのか分かりません｡受
験対策講座を受講しても「宇宙人の寝言」です。ですが、少しは読書をしますので､「と
にかく何でも文章題」として攻略する事で、何とか合格しました｡就職後、友人や後輩達
と週末は過ごしている内に三十の声を聞くようになり、「あかん、このままだと、結婚
出来へんのとちゃうか」と不安になり始めました｡まともな人なら、ここでお見合いをし
たり､合コンに参加したりと、「婚活」を始めるところ、出雲大社へ毎年、神頼みし始め
ました｡尤も､目的の半分は、出雲蕎麦でしたが。その甲斐があったのか、29歳の秋､交差
点で研究室の後輩である家内と偶然出逢い、31歳で所帯を持ちました｡結婚前には出雲大
社に夫婦でお礼詣りに行ったのは言ふ迄もありません。結婚式披露宴は、例会でお世話
になっております、奈良ホテルでした。決めた理由は、「奈良ホテルの本館に泊まりた
いが､奈良市民なので、これを逃すと一生泊まれないだろう」と言う、建物好きのワガマ
マでした。その後、盲腸や腸閉塞で三度の開腹手術を受けたものの、二人の男子に恵ま
れ、両親と家族四人の二世帯住宅で暮らしていたのですが､八年前､今年と同じ位暑い夏
の朝､父親が急性脳梗塞で倒れました。
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母親は朝から外出､私は出勤。普段なら、お菓子目当てに「じいじ」宅に朝から入り浸る
息子達がたまたま風邪氣味､その世話の爲、家内は家から出られなかった爲に､結果的に
は母が帰宅する迄、小半日倒れた状態でしたので、救急への通報が遅れ､左手足に麻痺が
遺り、現在も車椅子生活です。その頃､四、五年後の事業承継に向けて､前年に専務取締
役となりましたが、急遽翌年に代表取締役に就任し、現在に至っております｡趣味は、活
字と銭湯巡り、適度な飲酒です。

弊社の吉田電機商工株式会社を紹介致します｡業種としては､電気工事業、当クラブで
は､金星さんと同業です。創業者の祖父吉田正二郎が戦前、電気工をしていた経歴を活か
して、復員後の昭和22年、故郷の井戸野村、現在の大和郡山市井戸野町で開業しました。
昭和30年頃に本拠地を京終駅近くに移し､現在の本社所在地である東九条町には今から約
50年前に移転しました。開業當初は、モーターの捲替えが主でしたが、その後、電気工
事全般に業務を拡大し、一時期は電材卸業もしておりました。社名の､電機が「空気の気」
では無く、「機械の機」であるのは、弊社のはじまりが「電動機の修理」であり、電材
卸業の名残りが、「商工」に残っております。昭和52年、父太三の社長就任を機に株式
会社化しました。その後､平成7年に開業の地である井戸野町に郡山営業所を開設し､現在
はこちらで仕事をしております。
業務内容は、電気､空調､消防設備工事全般です。一般家庭の「コンセントプレートを取
り替えて欲しい」といった、細かい電気工事から官庁工事等の大型案件迄、幅広く対応
しております｡

二十代から奈良県電気工事工業組合青年部会に所属し、一昨年迄、部会長を二期四年
間務めました。三十代から今年三月迄､奈良商工会議所青年部に所属しておりました。ま
た、今年六月、奈良県中小企業青年中央会の会長職に就任致しました｡
取り留めの無い話でしたが、この辺りで新人卓話の「むすび」と致します｡御静聴、誠

に有難うございました。 （動画もご覧いただけます。）

インターアクトクラブ創立総会

10月8日（月）午後2時より、奈良女子大学附属中等教育学校インターアクトクラブ創
立総会が開催されました。詳しくは次回会報に掲載いたします。
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辻本和久 西村甲児 webmaster/宮西正伸

◆例会変更のお知らせ◆

2018年10月 ■橿原ロータリークラブ■
・１０月１２日（金）→１０月１３日（土）

第10回橿原RC杯学童野球大会開会式開催の為、変更
※ビジター受付：１０月１２日(金）12時～12時30分まで、

THE KASHIHARA（旧称：橿原ロイヤルホテル）フロント横にて
行います。

・１０月２６日（金）→１０月２５日（木）
ガバナー公式訪問（あすかRC・やまとまほろばRCと合同）の為、
変更

※ビジター受付：１０月２６日(金）12時～12時30分まで、
THE KASHIHARA（旧称：橿原ロイヤルホテル）フロント横にて
行います。

■大和郡山ロータリークラブ■
・１０月８日（月・祝）休会（定款細則第８条-1節C）

2018年11月 ■大和郡山ロータリークラブ■
・１１月１９日（月）職場見学会のため、場所の変更

時間 １２：３０～１５：００
場所 松下幸之助記念館（大阪府門真市）

※ビジター受付：ビジター受付は行いません。

・１１月２６日（月）休会（定款細則第8条-1節C）
※ビジター受付：ビジター受付は行いません。

次 週 の 例 会 （ 例 会 日 変 更 ）

２０１８年１０月１８日（火） 奈良ＲＣと合同例会（１７：３０～１８：４５）
卓話：松本 伸之 氏 所属：奈良国立博物館

ニコニコ箱 合計 78,000円 累計 830,000円

武藤廣茂 君 二週間ぶりの例会です。台風24号も大きな被害が少無く、安堵しており
ます。宮坂様、吉田様、本日の卓話よろしくお願い致します。

谷川千代則君 宮坂さん、吉田さん卓話よろしくお願いいたします。
有井邦夫 君 例会欠席のお詫びに！
潮田悦男 君 9/18欠席のおわびです。
宮坂勝紀 君 本日の卓話緊張しております。よろしくお願い致します。
吉田英正 君 本日新人卓話をします。お聞き苦しいかと思われますので、迷惑料とし

てご笑納下さい。
増井義久 君 吉田さん宮坂さん卓話楽しみにしています。
宮西正伸 君 宮坂さん吉田さん本日の卓話楽しみにしております。
山口尚紀 君 宮坂さん、吉田さん卓話楽しみにしています。
成田和哉 君 入会してはや半年がたちました。皆様のおかげで楽しく参加することが

できております。今後も宜しくお願いいたします。
國原正記 君 本日、一番下の娘が、無事小学校に合格することが出来ました。春に晴

れ姿を見られることが楽しみです。また、宮坂さん、吉田さん本日の卓
話楽しみにしております。

ニコニコ協力 堀内眞治 君 倉田智史 君 中奥雅巳 君 市田富久夫君
森山斗福 君 武中洋勝 君 門脇伸幸 君 野末勝宏 君
南谷正仁 君 河野里志 君 辻本和久 君 奥田哲也 君


