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例会状況報告

11月2日

通算1995回

◎本日出席者 ５２名

◎本日出席率８６．６７％

10月19日

通算1993回の修正

◎出席率 ９１．８０％

◎補填前欠席者 ８名

◎欠席補填者 ３名

会長挨拶

【中嶌会長】

こんばんは。早いものでもう11月です。来月は12月、クリスマス。
歳のいくのが早いわけです。

さて、衆議院選も終わり奈良も静かになりました。幹事長の甘利さ
ん、どうなるのでしょうね。幹事長ポスト、次は高市さんがという話
も聞こえていましたが、残念ながら茂木さんに決まったようです。
自民党が「絶対安定多数」を確保したということで、株価の方も昨日
前週末比で754円の値上がりで、今年2番目の上げ幅になりました。
安定的な政策運営への期待ということらしいです。

国税庁の発表によりますと、2020年度に決算期を迎えた法人の申告
所得総額が70兆1,301億円ということで、前年度比で7.9%増ということ
です。新型コロナウイルス禍で、飲食、旅館業が不振だった半面、巣
篭り需要が伸び、小売業が好調だったということのようです。奈良の
飲食、観光業、年末、年始はどうなるのでしょうか？早く元の状態に
戻って欲しいものです。
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では、理事会報告を致します。
①クラブ運営ですが、コロナに留意しながらも通常の例会に徐々に戻していきます。
②本日、指名委員会が開催されます。われはと思う方は立候補して下さい。
③2022-23年度のガバナー補佐ですが、うちのクラブは引き続き武藤さんを推薦しており

ましたが、10月30日の「ガバナー補佐指名委員会」におきまして全会一致で指名され
たという報告がありました。
おめでとうございます。お世話をおかけいたしますがよろしくお願いいたします。

④次に、久しぶりに情報集会が開催されます。職業上の喜びについて思い切り語って下
さい。皆さんこぞってご参加ください。
では、これで今日の私の挨拶を終わらせて頂きます。

委員会報告

11月はロータリー財団月間です。
受付で集金しておりますので
宜しくお願い致します。

【財団寄付について】
楠下財団委員長

第1回情報集会 テーマ「自分の職業上
の喜び、やりがいについて」
詳細は状差し内の班別表をご覧ください。
お話されたことの記録は残しませんので、
是非出席して色んな事を語って下さい。

【情報集会について】
森山副会長

マイロータリーが未登録の会員
の状差しに案内を入れています。
登録をお願い致します。

【マイロータリー登録について】
吉田広報IT委員長

松岡さん、竹中さんの新入会員歓迎会を
開催します。
日時：11月30日㈫ 例会終了後
場所：奈良ホテル

【新入会員歓迎会について】
河野親睦委員長
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幹事報告

・本日より他クラブメイクアップ受付開始
・例会後新入会員オリエンテーション開催
・例会後指名委員会開催

回覧
・家族親睦例会
・親睦ゴルフ
・11月30日新入会員歓迎会出欠

状差し
・11月スケジュール
・第1回情報集会班別表
・財団寄付封筒

10月31日に地域別職業奉仕担当者懇
談会があり、出てまいりました。
RIと日本国内の職業観の違い、職業
の高潔性などについて話し合い、今
回も前回同様、非常に面白い研修会
でした。

【地区職業奉仕担当者懇談会について】
野末職業奉仕委員長

ロータリーの友11月号読みどころ
・縦組み4ページ：インターネットを支え
る光ファイバー

・縦組み14ページ：友愛の広場大津東
ロータリークラブ

・横組み8ページ：インドでのポリオ根絶
活動

【ロータリーの友読みどころについて】
城田会報雑誌委員長
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新入会員卓話

塚本勝 会員

入会が、去年の5月、コロナの関係で卓話が1年延びてしまいました。
在籍はまだ1年半なんですが、その内1年はコロナ禍の影響で休会となっておりましてま
だ、知っている方も少ないと思い、もう少し僕のことを知ってもらおうと、今までの経
歴や、活動をお話しさせて頂こうと思います。

・生まれ・育ち
1970年 生まれ 西大寺 平野医院 親子でお世話に
住まい、幼稚園、小学校、中学校、高校、専門学校（2年）、就職（3年）

・働き
24歳ごろに家の商売を手伝いに帰って来て、親父と一緒に薬屋を切り盛り。
また、同時に父親が飲食店も営んでおり、その飲食店も手伝っておりました。
薬屋さんは西大寺の駅前で、塚本薬品という、小さな個人店を、飲食店は押熊で「喫

茶店パオ」という、ログハウス風の建物で、パオは僕と弟で切り盛りしてました。
数年間はそのような感じでやってきたのですが、僕が31歳の時に、急に親父が他界い

たしまして、それから、僕が薬店を、弟がパオを切り盛りするようになりました。
ですが、時代の流れもあり、安売りのドラックストアの進出が盛んになり塚本薬品も

ジリジリ売り上げに響いてきました。
そんな時に、日頃からお世話になっている、駅前の不動産会社さんから、今度駅前に

自社ビルを建て替えて、その中に飲食店として入りませんかとオファーを受け、悩んだ
あげく、親父から継いだ薬店を廃業、飲食に集中
・2003年に1店舗を立ち上げ
・2008年に株式会社に法人成
・2017年7月市議会議員に立候補
・2021年市議会2期目の当選
・現在に至っております。
これまで僕自身、働いて来た中で、一番影響力を受けたのが奈良YEG、奈良商工会議所

青年部との出会いでした。当時、このような経済団体とかボランティア団体とか全く興
味がなかったんです。しかし、日頃お世話になっていた保険屋さんに、ちょっとイベン
トがあるから手伝ってほしいと言われ、手伝いをする中で2007年入会し、2008年全国大
会を経験。YEGではたくさんの仲間を作ることが出来ました。45歳で卒業、19年間在籍し
ました。

YEG在籍中に別の先輩からYEGに入っているなら、これにも入っておかなければダメと
いことで防衛協会青年部、納税協会青年部に勧誘されました。

どちらも年間2～3回の出席で年会費5000円ということで引き受けましたところ、とあ
る日に、納税協会青年部の1個上の先輩にから、ランチのお誘いがあり行きますと、その
場所に、なぜか納税協会の専務理事も同席しており、次期、奈良の会長にと打診されま
した。
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はじめは、お断りしていたのですが、先輩と専務理事に言いくるめられ、奈良の会長
を2年間、引き受けることになりました。すると、とある日に事務局から連絡が入って、
県連の役員会に出席してほしいとのことで、どういうことかとよくよく話を聞いてみる
と、奈良県には、4つの税務署があり、奈良、桜井、葛城、吉野の4つの各税務署に納税
協会があり、その4つで奈良県の連合会となっており、その4つが2年ごとに役をまわして、
8年に1回、県連会長が回ってくるしくみであるとのこと、そして、たまたま、僕が奈良
の会長を受ける際に、県連会長があたっているとのことだったのです。
そうです、実は1つ上の先輩はそのことを知っておられたのです。やられたー！と思い

ましたが時すでに遅しでして、逃げられない状態になりました。
しかし、そうなったからには頑張って2年間だけやろうと覚悟を決めました。僕が県連

会長をしている2年間は、大きなイベントがないのですんなり終わると思っていました。
奈良の次が葛城納税協会が担当で会長を輩出して、その年に近畿ブロック大会が奈良

で行われることが決定していたので、会長終わった僕は、手伝いだけでいいと安易に考
えていました。

ところが、ある日、大阪の事務局から連絡があり、大阪の役員会に出席しろとのこと
で、会議に出てみると、次の近畿ブロック大会の会長が当たっていると宣告されました。
完全に2年間でお役ゴメンだと、勝手に思い込んでいたのは僕だけでありまして、近畿ブ
ロック大会が開催される場所の前年の県連会長が大会会長に当たる事になっており、必
然的に、大会会長、イコール、すなわち近畿の会長になるということが規定で決まって
いました。

それは、絶対に無理だと、僕は絶対に無理だと、再三お断りを入れたのですが、これ
は規約で決められているので・・・と言われてしまいました。
よくよく考えてみますと、多分、その1つ上の先輩は知ってはったんです。絶対に知っ

てはったんです。知ってはったと思うんです。
奈良の会長を受けると、奈良県の会長が付いてきて、そこにプラス、近畿の会長が付

いてくることを・・・またまた、やられた、と思ったんですが、今回も抜けられない状
態になりました。なにが大変やったかと言いますと、近畿ブロック、いわゆる、大阪国
税局管内に、税務署が83ヶ所あり、その83の税務署に各納税協会があり、83の納税協会
を10ブロックに分けたのが近畿ブロックになります。
毎年1回、4月～7月頃に、各ブロックは総会をします。会長は、各ブロックに行って、

会長としての挨拶をしなければならない・・・
そして、各ブロックの総会会場が遠く、京都や大阪はまだ近い方で和歌山ブロックの

有田市や、北近畿ブロックの舞鶴とかは本当に遠く苦労をしました。
そんな大変なこともありましたが、その年の11月に奈良でブロック大会をさせて頂き

ました。100年会館で式典、日航ホテルで大懇親会、近畿から800人が奈良の地に来場さ
れ、大成功の中幕を閉じることが出来ました。

大変なことがありましたが、中々出来ない、良い経験をさせて頂きました。今から思
いますと、僕を押してくれた、と言うか、落とし込んでくれた1つ上の先輩には感謝、感
謝をしております。
その1つ上の先輩というのが、この前の席に座っておられる、中奥先輩です・・・。

中奥先輩、改めて、ありがとうございます
青年部と名前が付く団体はたいていが50歳まででありまして肩の荷がおりた時点で、

奈良大宮ロータリークラブに入会させて頂きました。
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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

◆例会変更・休会のお知らせ◆

〈大和郡山ロータリークラブ〉
・11月1日(月) 休会（定款細則第5条第2節適用）
・11月22日(月) 休会（定款細則第5条第2節適用）
※ビジター受付は致しません。

〈やまとまほろばロータリークラブ〉
・11月25日(木) 休会（定款7条1-ｄによる）
※ビジター受付は致しません。

今後の予定

・11月16日（火）クラブ討論会（ロータリー財団担当）
卓話講師：宮西 正伸 会員（地区ロータリー財団委員会 副委員長）
タイトル：ロータリー財団について

・11月23日（火）休会(休日)

・11月30日（火）卓話
卓話講師：絈谷 康朋 様（地区ＲＬＩ委員会 委員 平城京ＲＣ所属）
タイトル：ＲＬＩから あなたのクラブに活力とかがやきを

・12月 7日（火）卓話
卓話講師：能澤 直也 様（財団グルーバル奨学生）

ニコニコ箱 合計 41,000円 累計 574,000円

中嶌 大 君 11月に入りました。コロナも収束し、選挙も終わりました。クラブの事
業も動き出しました。皆様ご協力宜しくお願い致します。

中奥雅巳 君 塚本さん、本日の卓話よろしくお願いします。
稲田正剛 君 塚本さん、本日の卓話楽しみにしております。
竹中史郎 君 今日、春日大社参拝に行った折、外国人の方に若草山道案内ができまし

た。
谷川千代則君 塚本さん、卓話宜しくお願いします。川端さん、先日は大変お世話にな

り、ありがとうございました。
塚本 勝 君 本日卓話よろしくお願いします。
堀内眞治 君 塚本さん、本日の卓話楽しみにしています。
山口尚紀 君 塚本さん、本日の卓話楽しみにしております！よろしくお願い致します。
吉田英正 君 中條IM実行委員長、先日は慰労会ごちそうさまでした。ニコニコ
ニコニコ協力 河野里志 君 辻本幸則 君 野末勝宏 君 宮坂勝紀 君


