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「ロータリーは品格」
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「活力と輝き」

ロータリーの基本を大切に
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2021-22年度 RIテーマ

RI会長 シェカール・メータ

RI第2650地区ガバナー

馬場 益弘

例会プログラム

第4回7月28日

ガバナー公式訪問例会

通算1991回

１．挨拶

２．開会点鐘

３．ソング

４．お客様紹介

５．会長挨拶

６．例会状況報告

７．幹事報告

８．ガバナー紹介

９．ガバナーアドレス

10. 謝辞

11. 閉会点鐘

例会状況報告

7月20日

通算1990回

◎本日出席者 ６５名

◎本日出席率 １００％

7月6日

通算1988回の修正

◎出席率 １００％

◎補填前欠席者 －名

◎欠席補填者 －名

2021-22年度 第2650地区ガバナーのプロフィール

氏 名 馬場 益弘(ばんば ますひろ)
所属クラブ 京都西ロータリークラブ
生年月日 1952年(昭和27年)12月8日生
最終学歴 1971年3月 京都府立桂高等学校 卒業
職 業 株式会社 不二家商事（代表取締役社長）
職業分類 学校給食

＜ロータリー歴＞
【クラブ関係】
1992年6月15日 京都西ロータリークラブ入会
1996-97年度 青少年育成委員長
2000-01年度 ローターアクト委員長
2001-02年度 理事 新世代委員長
2002-03年度 職業選択・活動表彰委員長
2005-06年度 役員 会場監督
2006-07年度 ローターアクト委員長
2007-08年度 親睦活動委員長
2009-10年度 幹事
2010-11年度 理事 クラブ奉仕委員長
2011-12年度 理事 会長エレクト
2012-13年度 会長、諮問委員長
2013-14年度 指名委員長
2014-15年度 姉妹クラブ委員長
2015-16年度 理事
2017-18年度 理事 創立60周年実行委員長
2018-19年度 理事
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【地区関係】
2006-07年度 地区会員増強委員会 委員
2018-19年度 地区ロータリー情報委員会 副委員長
2019-20年度 ガバナー補佐
【その他】
ロータリー米山記念奨学会 米山功労者 第5回マルチプル
ロータリー財団メジャードナー ベネファクター

＜職歴＞
1971年 株式会社 不二家商事 入社
2003年 株式会社 不二家商事 代表取締役社長 就任

＜団体歴・公職歴＞
公益財団法人 日本セーリング連盟 副会長

＜その他＞
京都府スポーツ賞（セーリング） 受賞
京都市優秀選手賞（セーリング） 受賞

会長の時間

【中嶌会長】

7月22日は「海の日」
海の日の趣旨「海の恩恵に感謝するとともに、海洋国家日本の繁栄を願う」
海洋国家の言葉の通り、日本は海に囲まれ、海洋資源に恵まれており、古代より海を介
して他国と交流していた。
古くは遣隋使と遣唐使
今こそ安全な船の旅ができますが、当時はまさに命がけでその3割が遭難であった。
630年から894年までの約300年にわたり、23回の使節団は海を渡っています。
技術・政治制度・仏教文化などが発達した中国から、それらを学び日本に持ち帰ること
が目的であったようです。
弘法大師空海も遣唐使の一人
18歳で当時の最高教育機関である京の大学に進んだ空海は、大和の久米寺で「大日経」
を目にして仏教に目覚め、奈良の大寺院で南都六宗の経典を学びながら入唐の機会を窺
がっていた。
803年に東大寺戒壇院で具足戒を受け出家。
804年31歳で遣唐使として九州を出発し、4か月半をかけて九死に一生を得て苦難の末、
福州赤岸鎮に到着。

本日のビジター

米山奨学生 キョ・イネイ様
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その後長安に入り、当時唐の真言密教の最高権威者である恵果阿闍梨に認められ、その
正式な承継者となった2年後の806年に帰国。
弘法大師は平安時代初期の最高哲学者であり超一流の文学者、人々のために池を修復す
る土木技術者であり、社会事業者、綜芸種智院という日本で初めて庶民のための学校を
作った教育者でもあった。
また、東大寺の別当も務められた方で、奈良にとてもご縁のある方です。
今の日本の繁栄は、命がけで他国との交流を行われた人々の苦難のお陰であるとともに、
その一人である弘法大師と東大寺さんとは密接な関係にあることを知って頂きたいとい
うお話でした。

委員会報告

前年度国際奉仕事業報告
【門脇前年度国際奉仕委員長】

本日のクラブ協議会について

【武藤ガバナー補佐】
今日は、来週ガバナー公式訪問に先がけまして、事前の

クラブアッセンブリーです。以前は、ガバナーが当日にアッ
センブリーをされていましたが、数年前からガバナー補佐
が事前に各クラブの色々な話、問題点、お困りごとなどを
聞き、クラブの状況をガバナーにお知らせをし、当日は時
間があまりないのでその辺に関してお答えをする、という
ような形に変わってまいりました。
自分のクラブのアッセンブリーは、非常にやりにくいんで
すけども、できるだけ第三者的な形でみて、また私どもも
色々なクラブをみる機会がありますので、何か参考になる

ようなことがあればお話ししていきたいな、と思っています。本日例会後残っていただ
き大変でございますけれども、1時間半くらいお付き合いいただきますように、また、良
い時間になりますように、宜しくお願いします。ありがとうございました。

地区職業奉仕担当者会議報告
【野末職業奉仕委員長】

・先週土曜日に第１回職業奉仕担当者会議
が行われました。

・４つのテストに関する講演を１時間お聞
きしました。

・４つのテストを経営に生かす経営をして
いたカーネルサンダースのお話が印象的
でした。

米山奨学金授与

米山奨学生 キョ・イネイ様
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2020－2021国際奉仕委員会 ネパール Shree mahadev madhyamik vidhyalaya

（シュリー マハデブ マデャミック ウデャラヤ校）寄付報告

学校全貌 防犯カメラ

ハードディスク
スマートボード

プリンター モニター

ウォーターサーバー ウォータータンク

現場では 大変喜んで活用さ
れているようです。感謝され
ております。
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幹事報告

・昨日の奈良市モニタリング調査発表ステージ３により本日出席は任意です。
・７／２８日航ホテル奈良で行います。お車で来られる方は状差しにて案内が入ってお
ります。ネクタイと上着の着用必須です。

・会長幹事懇談会にもこぞってご参加ください。
・７／２８の食事スタイルは通常通りです。
・本日臨時理事会にて２名の入会候補者が承認されました。案内を送付いたします。

状差し
・IM実行委員会部会長会議案内
・第１回定例理事会議事配布
・風の便り・ハイライト米山・ロータリー奉仕デー地球環境保全プロジェクト

結婚・誕生日お祝い

【結婚記念日】
３日國原正記会員

【誕生日】
７日城田真平会員
８日渡邊あきの会員
９日成田和哉会員

１３日藤井正勝会員
２４日大塩栄作会員
２７日髙野治会員
２８日谷川千代則会員
２９日増井義久会員

今年は誕生日のプレゼントとして赤膚焼
のお皿がプレゼントされました。

会員卓話

【中條章夫会員】
「目覚めよう運動」

スウェーデンの環境活動家であるグレタさんが世界各国でこのままでは未来の子供た
ちに今と同じ環境を保証出来ないということで演説行っています。
彼女は当時１６歳でしたがアメリカのトランプ大統領を含め大人は無視しており、その
後様々な活動をしておられるがあまり報道されておりません。
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皆さまの環境に関する認識はいかがでしょうか？
現在では１日に８００万トンのプラスチックが流れ出ています。このプスティックごみ
は雪の結晶の中からも発見されており、大気に上がり水として我々の口の中に入ってい
ると考えられます。奇形の魚が増えているという報告もありますが報道はあまりされて
おりません。
また、核廃棄物の問題もあります。福島の方でも放射性廃棄物を海に流すことで決定し
たようです。皆様ご存じのとおり核は無害化するまでに少なくとも５０年かかり、物に
よっては１０００年かかるともいわれています。
広島の原爆影響を市民団体が国に対して測定するよう要請していますが、国は無視して
いるのが現状です。
このままでは環境自体が30年持つか持たないかといわれています。今の経済を縮小して
いかないと持ちこたえられません。では、どのようにすべきでしょう？
一つ例を挙げると家の家電です。洗濯機や掃除機など近所何軒かでシェアするなど、そ
ういった形で縮小経済を目指さなければ成り立たない。
産業はこれまで右肩上がりで、自身としても店をたくさん作り地球に迷惑をかけました、
そのような形ではこれからは続けていけない。
また、本日、関取が大麻取締法違反で逮捕されました。大麻自体は戦前からあり、寺社
仏閣で使われていました。
大麻は百日草といわれ上のケシは薬にもなります。使い方を間違えば毒にもなりますが
その毒性は煙草と変わらないそうです。しかし、戦後欧米諸国が日本に木材を輸出する
兼ね合いから大麻の栽培を禁じました。
現在1日に10万本の木が切られています。紙を作る為です。百日草があればこの問題は解
決するのですが、企業の営利の為に気を使っているのが現状です。
企業は営利を優先し、環境は後回しです。しかし、皆様の意識を少し変えればエコバッ
クやカーシェアリングなど環境に対して良い方向性を目指すことができます。
このままでは、私たちの子や孫の世代に良い環境を与えてあげることは出来ない。現在、
マスクををしてみんな生活していますが、もしかすると10年後20年後は酸素マスクを着
けて生活しなければならないかもしれません。
北海道では本日36度を記録しております。そして、世界各国で洪水が起こっています。
兆しが見えているわけです。皆様もどこかで感じておられるかもしれないが既存の価値
観にとらわれているのが現状ではないでしょうか？
1日に10万本の木を切っていますが、酸素は木々から供給されています。そうしてお互い
が共生しています。
自分の子供がマスクなしで元気に遊べるような環境を作っていかなければ申し訳ないの
ではないか？
グレタさんが船で世界各国をめぐっていますが、大人は見向きもしません。日本も核廃
棄物を向こう30年海へ流すことになりましたが諸外国も大した文句は出ておりません。
諸外国も同じく海に廃棄しているからです。
世界では15000発の核兵器が所有されています。しかし武力のない国は発言力がありませ
ん。
今現在でも日本はアメリカに支配されています。経済的には発展しましたがアメリカの
高官が日本に来るたびに数千億のお金を持って帰るのが現状です。アメリカの利益を害
する行為をした総理大臣は死亡したり逮捕されたりしてしまうのが現状です。
その中でも日本は恵まれた国ではあります。しかし、最終的には自由が一番です。自由
こそが愛だと思います。
今が分岐点です。皆様の意識を変える必要があると思います。
暗い話をしてしまったので最後に魔法の言葉をお教えします。私は1年ほど前から毎日
「ありがとう」を15分間言っております。人生や体に良い影響を与えてくれます。皆様
にもお勧めしたいです。
最後に、人生の目的は人生を楽しむことです。しかし、楽しむためにはおかしい部分を
修正しなければなりません。子供や孫のために、少しずつでもいいので意識を変えてほ
しいと思います。
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◆例会変更・休会のお知らせ◆

〈橿原ロータリークラブ〉
８月６日(金)納涼例会の為、時間・場所 変更
８月１３日(金)休会（定款８条１-Cによる）
両日ともビジター受付は致しません。

〈奈良ロータリークラブ〉
７月２９日(木)休会（定款８条１-Cによる）

〈奈良東ロータリークラブ〉
以下のとおり休会・変更いたします。
７月２１日(水)休会
８月１１日(水)WEB例会JWマリオットホテル奈良
８月１８日(水)休会
８月２５日(水)変更 移動JWマリオットホテル奈良
９月８日(水)変更 移動創立記念例会ホテル日航奈良
９月１５日、２９日(水)休会
９月２２日(水) WEB例会JWマリオットホテル奈良
１０月１１日(水) WEB例会JWマリオットホテル奈良
１０月２０日(水)休会
１０月２７日(水)変更 移動JWマリオットホテル奈良

ニコニコ箱 合計 62,000円 累計 240,000円

中嶌 大 君 本日は待ちに待ちました中條会員の卓話です。楽しみにしております。
よろしくお願い致します。また、クラブ協議会、武藤ガバナー補佐御指
導よろしくお願い致します。

中奥雅巳 君 中條さん、本日卓話よろしくお願いします。例会後のクラブ協議会の方
も皆様よろしくお願いします。

武藤廣茂 君 本日は来週のＧ公式訪問に先がけクラブ協議会に出席させて頂きます。
実のりある時間となる事を期待しております。宜しくお願い致します。

石野捨雄 君 中條さん、本日の卓話ご苦労様です。
大塩栄作 君 お誕生日のお祝いありがとうございます！
楠原忠夫 君 本日は、武藤ガバナー補佐宜しくお願いします。先日は、爲則さんお世

話になりました。ありがとうございます。
國原正記 君 結婚記念日のお花ありがとうございました。妻が大変喜んでいました。
佐川 肇 君 誠に申し訳ありませんが、7時から神社の総代会がありますので、クラブ

協議会を欠席します。
髙野 治 君 お誕生日のお祝いをしていただき、有難うございます。来週58才になり

ます。
谷川千代則君 誕生日のお祝いありがとうございます。
中條章夫 君 本日は卓話をさせていただきます。よろしくお願いいたします。

ニコニコ
成田和哉 君 お誕生日のお祝いをしていだきまして誠にありがとうございます。健康

第一で頑張ります。
藤井正勝 君 また一つとしを取りました。トホホ‼
山口尚紀 君 今年度第1回目の卓話、中條さん、お願い致します。
ニコニコ協力 門脇伸幸 君 川端 昇 君 城田真平 君 塚本 勝 君

増井義久 君 森山斗福 君
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●会報・雑誌委員会/城田真平 植村将史

稲田正剛 今西栄策

〈奈良東ロータリークラブ〉
１１月３日(水)休会
１１月１７日(水) WEB例会JWマリオットホテル奈良
１１月２４日(水)移動 変更紅葉例会 場所未定
１２月８日(水) WEB例会JWマリオットホテル奈良
１２月１５日、２９日(水)休会
１２月２２日(水)変更 移動家族忘年例会JWマリオットホテル奈良
当面の間ビジター受付は行いません

今後の予定

8月3日(火)
・休会

8月10日(火)
・休会（盆休み）


