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例会状況報告

10月6日

通算1974回

◎本日出席者 ５４名

◎本日出席率８８．５２％

9月15日

通算1972回の修正

◎出席率 ９６．９２％

◎補填前欠席者 ７名

◎欠席補填者 ５名

会長の時間

多田会長

改めて皆さん、こんばんは。河野太郎行政改革・規制改革相は、全
府省に対し判子の廃止を要請した。その結果「銀行印が必要な書類や
法律で押印が定められている書類など」以外は判子を廃止する方向に
なりそうです。

判子は，今から5000年以上前のメソポタミア文明に，その起源があ
るとされ、その後、世界各地に広まり、中国に伝来し、中国で発達し
た判子は、飛鳥時代に遣隋使を通じて中国の様々な文化と共に日本へ
渡来したようです。日本で最古の判子は北九州で発見された「漢倭奴
国王」と刻まれた金印です。
印鑑と判子は同じもの、判子の正式名称が印鑑と思っている方が多い
のではないでしょか。名前を水晶とか象牙などの物体に彫刻します。
名前を彫刻した水晶などの物体の正式名称は、「印章」と言います。
判子を紙に押したときに紙に残る朱肉の跡を「印影」といいます。
「印鑑」とは、市役所や銀行などに登録してある印影のことです。

このように判子と印鑑とは異なりますが、一般的には印鑑＝判子と
認識されています。

私達日本人は「重要な文書を作るときには印鑑特に実印を押すもの
だ」といった共通認識、文化があると思います。遺言書や不動産売買
契約書などの重要な書類の作成のときには、実印を押捺することが多
いです。
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委員会報告

『ロータリーの読みどころ』
渡邊委員（会報・雑誌委員会）

縦組み
①P14.俳句 中村和洋さん（あすかRC）、

松森重博さん（ならRC）
②P4,北海道のコンビニエンスストアチェーン「セコマ」
の丸谷智保会長のお話しです。北海道の179市町村の
内175地点で出店。4年連続 顧客満足度全国1位。コン
ビニは80%がリピーターで構成されている。丸谷会
長の地域密着というものがいかに重要かということを
社員の話を思い出しながら、読ませて頂きました。セ
コマの商品は地域の野菜や総菜をメインにお店に並べ

ています。1商品の平均単価が200円位のものを扱い、年間約2,000億円の売り上げを達成
しているという事は、年に2億4,000万人を超えるお客がセコマで買い物をされていると
いう所で、地域のお客様の重要性というのをしっかり書かれていました。

それと共に地域の企業として地域の方々を雇用される立場であるという事もしっかり
と書かれており、弊社も同じですが経営側が働き側に合わせる時代というのはよく言わ
れていますが、女性の社会進出も大きなところがあり、3時間だけ働きたい方が8時間働
いている方に気兼ねしないような働きやすい環境の整備をされています。女性の進出で
すと8時間働けないという方が弊社でも多くおります。お客様はもちろんですが経営側で
はなく、働き手に合わせるという経営が求められていると、この記事を読みながら思い
ました。

ところで、私文書を偽造した場合：有印私文書偽造・変造は3月以上5年以下の懲役、
無印私文書偽造・変造は1年以下懲役または10万円以下の罰金に処せられます。刑罰の重
さに差があることから、印章のある文書とない文書と比較すると印章のある文書の方が
文書に対する信用度が高いことから、印章のある文書の偽造・変造は、重く処罰するこ
とになっています。

河野太郎行政改革・規制改革相は、国や地方公共団体内の書類の判子を廃止しようと
しております。これまで築いてきた判子の日本文化を無くし、外国と同じようにサイン
の時代が到来することを目的としてはいないようです。そのため、一般の社会生活にお
いて判子の重要性は、これからも持続するのではないかと思います。私の話しはこれで
終わりにします。

理事会報告

多田会長
・審議事項、指名委員会が発足しました。本来であれば中村信清さんが委員長を務める
ところだったが、ご辞退されたので理事会として承認し、中村信清さんの前の会長の福
本良平さんに快諾を得ております。委員会メンバーは7名で福本さん、潮田さん、藤井さ
ん、武藤さん、増井さん、中嶌さん、それと私です。
この委員会は10月27日に開催の通告があり、次々年度会長、次年度副会長は指名が11月2
4日に行われ、12月1日に年次総会でこの人たちの就任が決まることになります。
・第2回家族親睦例会が12月6日、JWマリオットで行われます。これまでは時間が夕方だっ
たのですが、お昼に行うことになります。このご案内は近々、皆さんのご自宅に届くと
思いますので、沢山の方のご出席をお願いしたいと思います。
・米山奨学特別寄付につきましては、この後成田委員長から説明があります。
・地区分担金返金の件ですが特別会費として1,500円が地区から返金されることになった
んですけども、これは皆さんにお返しするのではなく、特別の災害等が起きた時の為の
特別金に入金することを理事会で決定致しました。
・新大宮駅駅前北側にあるロータリーの所に公園があるんですが、そこの造成工事につ
いて話し合いをし、続行することに決定致しました。
詳細の方は後日、状差しに入れさせて頂きます。
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成田委員（米山奨学）
米山奨学会特別寄付の件

皆さま、改めましてこんばんは。毎年、10月は米山
月間でございます。先ほどありました様にロータリー
の友でも横組み13ページより特集が組まれていますの
で、皆さまご一読の方お願い致します。
また、16ページに今年度の理事に北河原さんがなられ
ておられますので、本日皆さまの状差しの方にこちら
の封筒があると思いますが、是非とも沢山の特別寄付
の方よろしくお願い致します。以上でございます。

幹事報告

回覧
・１０/１３、１０/２０例会出欠表の件
状差し
・9月度理事会議事録、10月例会運営のスケジュール表
10月スケジュール表にはインターアクトクラブ例会も掲載

（時間等の確認は青少年奉仕委員長にご連絡ください。）
その他
・ローターアクトニュースを各テーブルに配布

クラブ討論会

門脇委員長（国際奉仕委員会）
開催趣旨・内容説明

皆さん、こんばんは。本日はこのような場を頂きま
して、ありがとうございます。本日皆さまのご意見を
伺いたいのは、テーマとして「現在、コロナウイルス
状況で国際奉仕はどのような活動が出来るか？」とい
うことでございます。本年度は新入会員の方が沢山お
られますので、参考までにお手元にございます資料の
方にロータリー辞典の方から国際奉仕とはという事で、
国際奉仕の分野を列記しております。また、その下に
当クラブの過去10年の主な活動を記入しております。
各テーブルの班長さんは皆さんの意見を頂いて、最後

に私の方までご意見をお持ちください。それでは今から各班長さん、よろしくお願い致
します。
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クラブ討論会風景
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締めの挨拶
門脇委員長（国際奉仕委員会）

それでは皆さま、そろそろ時間となりますので各テー
ブルの班長さんは意見をまとめて私の方までお持ちく
ださい。それでは、本日は貴重な時間をありがとうご
ざいました。
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●会報・雑誌委員会/國原正記 西村甲児

成田和哉 渡邊あきの webmaster/國原正記

◆例会変更・休会のお知らせ◆

〈奈良ロータリークラブ〉
10月29日 （木）定款第8条第1節cによる休会
※勝手ながら、ビジター受付は行いません。

〈奈良西ロータリークラブ〉９月３日（木）より例会再会
10月29日 （木）定款細則8-1-Cによる休会
※ビジター受付は行いません。

〈橿原ロータリークラブ〉
10月30日 （金）定款8条1-Cによる休会
※ビジター受付は致しません。

〈やまと西和ロータリークラブ〉
10月20日 （火）会員のみ例会
10月27日 （火）定款第8条第1節-Cによる休会
※いずれもビジター受付は行いません。

〈やまとまほろばロータリークラブ〉
10月15日 （木）例会場所変更（あるぼーる）

（食事無し、例会終了後地区補助金事業。）
※ビジター受付は行いません。
10月22日 （木）定款第8条第1節Cによる休会
※ビジター受付は行いません。
10月29日 （木）例会場所変更（あるぼーる）
※ビジター受付は通常通り。

2020年11月より下記新例会場に変更
【新例会場】三輪山会館
〒633-8538
奈良県桜井市三輪1422
TEL0744-42-6633

今後の予定

10月20日 卓話：敖 燕嬌さん（ゴウ エンキョウ）
米山奨学生 テーマ「四川から奈良まで、初心忘るべからず」

10月27日 卓話：菊野 和洋君、田村 英樹君
「新入会員卓話」

11月 3日 休会
11月10日 卓話：孫 加龍

米山奨学生（平城京RC） テーマ「未定」

ニコニコ箱 本日計 51,000円 累計 736,000円

多田 実 君 本日は国際奉仕に関する討論会です。皆様の活発な意見交換をお願い致
します。

武藤廣茂 君 先日のガバナー公式訪問おつかれ様でした。ガバナーからもとても素晴
しいクラブとのお褒めの言葉を頂き、我がクラブながら誇らしい気分に
なりました。ありがとうございました。

楠原忠夫 君 第一班情報集会鈴木班長はじめ班員方には大変ご迷惑かけ申し訳ありま
せんでした。ありがとうございました。

ニコニコ協力 倉田智史 君 河野里志 君 志茂志津代君 城田真平 君
辻本和久 君 野末勝宏 君 平方貴之 君 南谷正仁 君
宮西正伸 君 森山斗福 君 森山憲克 君


