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10月13日

通算1975回

◎本日出席者 ５９名

◎本日出席率９３．６５％

9月29日

通算1973回の修正

◎出席率 ９８．４６％

◎補填前欠席者 ５名

◎欠席補填者 ４名

会長の時間

多田会長

皆さん、改めてこんばんは。最近、俳優の伊勢谷友介さんが大麻取
締法違反で逮捕起訴された事が報道されました。

大麻とは、アサ科の植物、大麻草のことです。大麻は広くわが国に
自生する植物です。この葉や花穂などを乾燥させたり、樹脂化したり
したものを吸引します。マリファナは葉を乾燥させたもので、これを
タバコのようにして吸煙します。樹脂化されたものはハシシと呼ばれ
ます。大麻に含まれるテトラヒドロカンナビノール（THC）と呼ばれる
物質が幻覚作用や多幸感をもたらします。

大麻は日本の神道とは切り離せない関係にあり、古くから神事に用
いられてきました。古来、大麻は神の宿る神聖な植物であるとして注
連縄（しめなわ）に用いたり、その繊維を用いて「麁服（あらたえ）」
と呼ばれる布を織り、神々に献上されていました。現在では大嘗祭
（だいじょうさい）」の中心的儀式「大嘗宮の儀」では、大嘗宮に設
けられた「悠紀殿（ゆきでん）」と「主基殿（すきでん）」に、麻の
織物である「麁服（あらたえ）」が供えられます。大嘗祭は、天皇が
即位の後、初めて、大嘗宮において行う儀式であり、国家・国民のた
めに安寧と五穀豊穣などを祈念される儀式で、皇位継承があったとき
は、必ず挙行すべきものとされ、皇室の長い伝統を受け継いでいる儀
式です。
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委員会報告

堀内委員長（親睦活動委員会）
第2回家族親睦例会・第2回親睦ゴルフコンペの件

皆さん、こんばんは。家族親睦委員会より、ご案内2
点させて頂きます。まず一つは家族親睦例会でござい
ます。昨日、事務局の方から各家庭の方にご案内を送
らせて頂いております。12月6日（日曜日）日曜日なの
で昼の方が出やすいかなと思いまして、夜ではなく昼
の設定をさせて頂きました。内容は雅楽の観賞と、今
回爲則さんが勤められてますマリオットさんで初めて
の例会をさせて頂きますので、皆さん楽しみにご参加
をよろしくお願い致します。
それと第2回の親睦ゴルフでございます。これも日程近

いですけども12月3日（木曜日）に設定させて頂きました。こちらの方も本日より出欠表
をまわさせて頂いてますので、皆さん沢山のご参加をよろしくお願いします。以上でご
ざいます。

鈴木委員長（青少年奉仕委員会）
インターアクトクラブ例会の件

皆さま、こんばんは。インターアクトクラブ例会の
ご案内です。明日、14日15時50分開始という事で例会
が行なわれるというふうにきております。ご参加いた
だける方は10分前位には学校の駐車場の方にお越しい
ただきたいと思います。ご案内申し上げてる私が参加
できませんので、出席される方は水野幹事もしくは武
中小委員長の方までご連絡をお願い致します。以上で
す。

神社のお賽銭箱の前にある鈴のついた縄、鈴(すず)緒(お)も大麻でできています。神
主がお祓いで使う白いハタキのような道具は「大麻(おおぬさ)」と呼ばれ、和紙と大麻
でできています。

日本文化を支えてきた大麻は、米に次ぐ農産物として全国どこでも普通に生産され、
衣服、漁網、鼻緒など多様に利用されていました。ところが、ＧＨＱによる日本占領中
の昭和２０年、大麻取締法が制定され規制の対象とされ、大麻を栽培する場合は、許可
が必要です。大麻の生産の許可基準は「栽培目的」が「伝統的な祭事等、社会的、文化
的な重要性が認められるものを継承するもの、又は、一般に使用されている生活必需品
として生活に密着した必要不可欠なもの」に限定されており、これ以外の目的では、た
とえ繊維や種子を採るためであっても栽培は認められていません。

現在、大麻栽培をしている農家が減少し、厚生労働省は大麻の栽培を許可しない流れ
にあるため、輸入に頼っているのが現状のようです。古代から続く日本の伝統文化を守っ
て行くことができるのか、これからも注視していきたいと思います。以上です。
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幹事報告

回覧
・10/20、10/27例会出欠表の件
状差し
・風の便り（ロータリー東日本大震災青少年支援連絡協議会から）
・ハイライトよねやま、ガバナー月信
・地区大会記念誌（2020年3月末時点でロータリーに在籍している方のみ）
その他
・クールビズ（10月末まで）、11月からはネクタイ着用
・「春日大社国宝殿特別展」招待券（春日大社さんから）
展示期間（11月1日～12月13日）
ご興味ある方は事務局にご連絡をよろしくお願いします。（数量限定。）

新入会員卓話

渡邊あきの君

私は1984年生まれ、36歳です。2012年、27歳の時に
ワタナベ写真館に入社しました。本日は、私の経歴と
ワタナベ写真館での取り組みについてご説明させて頂
きます。

1984年、東京生まれです。講談社のカメラマンであ
る父と、ワタナベ写真館の2代目社長の長女である母の
元に生まれ、一卵性双生児（双子）です。5歳の時に奈
良へ移り住み、小学校（佐保小学校）中学校（奈良教
育大附属中学校）と進学しました。中学校は大変平和
な中学校で教員に恵まれ、中学校教員へ憧れがありま

した。当時から、リーダー、委員長、部長、室長と、長つくものに積極的に立候補して
いました。中学校の修学旅行では初の登山を経験しました。その後、登美ヶ丘高校へ進
学しましたが、高校、大学と、デジタルカメラやガラパゴス携帯電話での撮影した写真
は、保存媒体の変化で現在すぐに取り出すことはできません。写真は焼いておいたもの
こそ、よく残るものだと感じました。大学は東京に進学し、女子美術大学 芸術学部 デ
ザイン学科を卒業し、インテリアや建築を学びましたが、3年生の時に中学校教員を目指
し、卒業制作をしながら教員を目指しました。就職時は当時リーマンショックの直前の
好景気の影響もあり、上場企業に就職し、一棟借り上げしたマンションの満室稼働を目
指して賃貸管理をする仕事をしていました。その後、カナダのワーキングホリデーを経
て、27歳の時にワタナベ写真館に就職します。

ワタナベ写真館は私の母方の曽祖父が作った会社で、祖父が2代目、私が3代目になり
ます。ワタナベ写真館は全部で7拠点あり、入社当初は、折込広告のデザインを担当しま
した。部長を経て、代表になるまでは、七五三の企画や振袖の買い付けなどの主力企画
はもちろん、楽天市場への出店やインバウンドの営業に取り組みました。代表になって
からは、数字の勉強や経営理念の作成を従業員と取り組みました。写真は時代に合わせ
て推移します、七五三の撮影も8年前と今では随分変わり、インスタグラムで可愛らしい
写真になれたママが魅力的に感じる写真を取り入れるために海外のアイデアを学び、商
品企画に活かしています。現在は、企業タイアップに尽力し、特に、産婦人科や美容室、
不動産、百貨店 と、お互いのお客様に最も喜んで頂ける企画を作り、地域のママに喜ん
でいただいています。今後ロータリーで人としてのあり方や、私が50、60歳になった時
に良い経営者であるように、まずはガバナーのおっしゃるような、young goodロータリ
アンを目指して頑張ります。

詳しくはHPの動画をご覧ください。
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新入会員卓話

爲則 泰二君

皆様本日は貴重なご機会を頂きまして誠にありがと
うございます。改めまして、私は爲則泰二と申します。
右も左もわからない私のようなど新人にやさしくして
いただきまして本当にありがとうございます。私の職
業はホテルマンでして、今までの社会人人生でホテル
マン以外の仕事をしたことがないという全く他にとり
えのない人間でございます。私自身のことは大してお
伝えできるようなこともないので、今回の卓話は2本立
てでお送りできればと思っております。最初に私のお
話を少しと、あとは私の勤めております、JWマリオッ

トホテルについてのお話を少しさせていただければと思います。どうぞよろしくお願い
申し上げます。

初めに、私のことでございますが1974年、昭和49年に大阪の泉北ニュータウンで生ま
れ、その後富田林市や大阪南港で長く住んでおります。現在は大和郡山市新町に住んで
おり、妻と高校受験を控えた娘とで住んでおります。趣味は自転車に乗ることでアップ
ルウォッチの記録によりますと直近一年の走行回数は267回、走行距離は2536キロでした。
また、ソムリエの資格を持っており、時間がもっとありコロナのことがなければ世界中
のワイナリーをもっと訪れたいと考えているのですが、今はなかなかむつかしいです。
ワインの話で言いますと、印象に残ったワイナリーはアルゼンチンのカテナというワイ
ナリーが持つ標高1500メートルの畑アドリアンナと、西オーストラリアにあるルーウィ
ンというワイナリーがそのワイナリーで行った野外コンサートが印象に残っております。
標高1500メートルのワイナリーの方はアンデス山脈のふもとにあり、寒暖の差が日中と
夜、夏と冬で驚くほどすごいということ、野外コンサートは本当に巨大な規模でド田舎
のワイナリー付近の空き地にワインを片手にタキシードで参加するという経験が面白かっ
たです、出演者はシンプリーレッドだったと思います、かっこよかったです。
ソムリエということもあり、ワインは赤白泡何でも飲むのですが私の師匠からの流れも
あったことでシャンパーニュに縁があり2016年にサーブルドール騎士団のサブラーの称
号、2018年にシャンパーニュ騎士団のシュバリエの称号を頂きました。サーブルドール
騎士団はどういった団体かと申しますと、サーブラージュというシャンパーニュをサー
ベルで開封する儀式がありますが、そのサーブラージュの愛好家団体でございます。サー
ブラージュに資格は必要ありませんが、私は一応公式のサーベル使いということになり
ます。御用の際はお申し付けくださいませ。また、シャンパーニュ騎士団は1650年ごろ
に起源をもつシャンパーニュを愛する団体で現在はシャンパーニュ生産者、ソムリエ、
ジャーナリスト、愛好家などが属している団体です。私はいつかこれら騎士団の叙任式
などのイベントを奈良でも開催できるといいなと考えております。
ソムリエの仕事も大好きなのですが、現在はソムリエに専念しているというわけではな
く、広くホテル料飲部全体の仕事を行っております。それというのも将来はこちらの林
さんのようにホテルの総支配人になりたいからです。なれるかどうかですが、一生懸命
やってみようと思います。最近はミーティングや企画、数字やスタッフのマネジメント
の仕事が多いですが、現場上りということもありレストランや宴会場でお客様とお話し
することや、結婚式を考えているお客様と素敵なウエディングについてお話しすること
も大好きで、中々机に座って仕事を行うというタイプではありません。あまり勉強も得
意じゃなかったので、デスクワークが苦手なのもしょうがないと思っています。

ホテルの仕事は人の移り変わりが激しく、数年ごとに上司が変わります。今の私の上
司はクリストファー・クラークというアメリカ人で、一緒に仕事をして約6年くらいにな
ります。それこそ毎日喧嘩したり笑ったりしながらワイワイやっておりますが、私は彼
のすべてのディテールにこだわり、そしてその責任を持つ姿勢をとても尊敬しておりま
す。上司ながらうるさいなと思ったりすることもあるのですが、本当に尊敬できるホテ
リエの一人です。そんな彼に2017年にHotelier award Asiaに推薦していただいたことが
本当にうれしかったできごとです。Hotelier award Asia現在はStellersという年に一度
あるラグジュアリーホテルで働く人々の式典であり、推薦後1年かけて書類や面接などの
選考があるのですが、何とか料飲部ホテリエとしてファイナリストの5人に残ることがで
き、その年の年末にマカオで行われた式典に招待され行くことができました。残念なが
ら1位にはなれなかったのですが、ファイナリストの5人の中の一人になれたことは、
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より一層ホテリエとして頑張ろうと決意を新たにした出来事です。JWマリオットホテル
奈良には2019年の9月に着任いたしました。前職でも同じホテルで勤めていました総支配
人のクリスに、誘われ人事異動という形で着任いたしております。ホテルではレストラ
ン、バー、宴会場、結婚式などを担当しております。いつでもお仕事をお待ち申し上げ
ております。是非よろしくお願い申し上げます。

続きまして、私が勤めておりますホテル JWマリオットホテルのグループであるマリ
オットインターナショナルについてご案内させていただきたいと思います。JWマリオッ
トホテルはマリオットインターナショナルというアメリカメリーランド州にある会社の
持つホテルチェーンの一つです。JWとはジョン・ウィラードの略でホテル創業者ジョン・
ウィラード・マリオットのことでございます。マリオットインターナショナルは彼が作
り上げた会社でございます。1927年アメリカでは禁酒法が施行されておりましたがその
中で、当時27歳だったマリオット氏が、妻のアリス・Ｊ・マリオット氏とともにワシン
トンDCに8席のルートビアを販売するスタンドを国道沿いに作ったことが始まりです。料
理やサービスの評判がよく、順調に店を増やしビジネスを上げておりましたところ、193
7年に自身の店のお客様がテイクアウトで商品を購入されそれを飛行機に持ち込まれてい
たところを偶然目にし、機内食事業に参入することを決意します。その後第二次世界大
戦などもありましたが、戦後に始まった民間航空の成長期とともに機内食事業が順調に
拡大し、1966年には海外進出も果たし、その後機内食事業だけではなく、病院、学校な
どの給食事業、ファミリーレストランやテイクアウトショップなどの経営と業容を拡大
させました。ホテル事業は1957年から行っており、当初は用地取得、建設、運営をすべ
て自社で行っておりましたが、1970年代より建設したホテルを投資家や外部企業に売却
し、その購入企業と運営契約を結ぶ手法に切り替えたところから急速にホテルを増やし1
981年には100件の大台を超え、ホテル事業に専念する決意をし、1989年にはレストラン・
機内食事業を売却しホテル運営専業の会社となりました。1990年代にはホテル業界では
初となるのオンライン予約システムの導入や1995年にはリッツカールトンホテルの買収、
その後もホテル買収を続け2015年ウエスティンホテルやセントレジスホテルなどを擁す
るスターウッドホテル＆リゾーツを買収し世界最大のホテル企業となりました。現在は3
0のホテルブランド、約7000件のホテルがございます。また、2021年までに1700件の開業
計画があると聞いております。創業者のＪＷマリオットは1985年に亡くなり、現在はジョ
ン・ウィラード・ビル・マリオットジュニアが後を継ぎ88歳となった今も会長職で毎日
仕事をしております。お客様へのおもてなしをきちんと行う為に、教育をとても重視し
ており我々スタッフのことを従業員とは呼ばずに、アソシエイトと呼び「アソシエイト
を大切にすれば、アソシエイトがお客様を大切にしてくれる」というポリシーで行って
おります。「自分の仕事を愛する人が真のラグジュアリーを創造する」という決意で行っ
ております。是非、どこかへのご旅行をご検討されておられるのであれば、こちら奈良
ホテルのあるＪＲグループのホテルやほかのメンバー様のホテルに加えて私たちマリオッ
トグループでのご宿泊もご検討くださいませ。またご予約いただいたことをお教えいた
だけば私がそのグループホテルに連絡を取りできる限り良い滞在となりますよう頑張り
ますので何卒よろしくお願い申し上げます。
私のお話は以上でございます。つたないお話で申し訳ございませんでした。ご清聴あり
がとうございました。

詳しくはHPの動画をご覧ください。

謝 辞

多田会長
渡邊さん、爲則さん、楽しい卓話有り難うございました。お二人ともそれぞれの会社

において活躍されることを期待しております。また、楽しいロータリーライフをお楽し
み下さい。
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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。
〈大和郡山ロータリークラブ〉
11月2日 （月）定款第7条第1節d(1)による休会
11月23日 （祝・月）定款第7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。
〈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
11月13日 （金）定款8条1-Cによる休会
※いずれもビジター受付は致しません。
〈大和高田ロータリークラブ〉
11月3日 （火）定款第7条第1節(C)による休会 ※ビジター受付は行いません。
〈やまと西和ロータリークラブ〉
10月27日 （火）定款第8条第1節-Cによる休会
11月3日 （火）定款第8条第1節-Cによる休会
11月10日 （火）会員のみの例会
11月17日 （火）会員のみの例会
11月24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」
11月17日 クラブ討論会（ロータリー財団担当）

ニコニコ箱 本日計 36,000円 累計 772,000円

多田 実 君 渡邊あきのさん、爲則泰二さん、お二人の本日の会員卓話、宜しくお願
いします。楽しみにしております。

水野憲治 君 爲則さん、渡邊さん、本日の卓話宜しくお願いします。楽しみにしてい
ます。

門脇伸幸 君 本日卓話楽しみにしております。
谷川千代則君 爲則さん、渡邊さん、本日の卓話よろしくお願いします。
野﨑隆男 君 先日は例会欠席しまして、お詫び申し上げます。
吉田英正 君 渡邊様、爲則様、本日の卓話たのしみにしております。また爲則様には

過日の情報集会にて大変お世話になりました。
ニコニコ協力 稲田正剛 君 岡﨑真人 君 川端昇 君 成田和哉 君

平方貴之 君 矢追家麻呂君


