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￥1,665,000

第 1192 回

今年度累計
￥3,243,450
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1191 回報告

2016 年 5 月 26 日（木）
於：橿原ロイヤルホテル

ソング
「みかんの咲く丘」
ソングリーダー 岩井 常二君

ビジター
田口央梨奈（エリナ）様 （卓話・みずほ証券）
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澤

中西

創立 25 周年例会及び祝賀会も無
事成功裡に終わりました。会員皆
様のご協力に感謝します。
知君 25 周年記念例会と祝賀会が皆様の
協力のお陰で盛会裡に挙行するこ

光彦君

4 つのテスト 1.真実かどうか
●例会日
毎週木曜日 12：30～

都市（まち）からの便り 於：熊野市丸山千枚田 撮影者：井上重行

とができました。ありがとうござ
いました。いろいろ不行き届きな
点はありましたがお許しください。
まだ後始末がイロイロ残っていま
すので、ご協力お願いします。
松山 隆一君 シャンパンサーベル、久しぶりだっ
たのでドキドキしました。何とか成
功して、野々垣会員の頭で割らずに
済みました。
辰巳 林造君 澤会長、中西実行委員長の素晴らし
いリーダーシップにより、創立 25 周
年記念例会が盛会裡にめでたく終了
できました。ありがとうございまし
た。
以下同文
住吉 襄一君
井上 重行君
島田 悦治君
野島 誠一君 25 周年例会は大変すばらしかったで
す。関係者の皆様、ご苦労様でした。
以下同文
嶋田 英隆君
吉田
格君
吉田 雄策君
井村 正道君 本日 RYLA の報告があります。若く
てかわいい女の子が発表しますので、
ご清聴よろしくお願いします。

会長挨拶
○さる 5 月 21 日、当クラブの創立 25 周年記念式典
を無事終えることができました。これひとえに、
創立 25 周年実行委員会、中西委員長、久保式典副
委員長、植田記念事業副委員長をはじめ、委員会
の皆様及び会員皆様のおかげによるものと大変感
謝しております。そして、中川ご令室様、ご令嬢
様には、乾杯の際、美しい歌声を披露していただ
きましてありがとうございました。交響楽団の皆
様には素晴らしい演奏で宴を盛り上げていただき、
ありがとうございました。また、橿原ロイヤルホ
テルの松山総支配人のシャンパンサーベル及びシ
ャンパンタワーが見事な出来栄えで感動いたしま

2.みんなに公平か 3.好意と友情を深めるか 4.みんなのためになるかどうか

●例会場
橿原ロイヤルホテル

●事務局 〒634-0063
橿原市久米町 652 番地の 2

●0744-28-1698
●FAX 0744-28-2885

●URL: http://asuka-rc.jp/
●e-mail: info@asuka-rc.jp

した。そして、クラブ担当の出井さん、牛谷さん
の食事をはじめとするきめ細かいおもてなしにも
感謝する次第です。ご来賓及び奥様方も十分楽し
んでいただけたのではないかと思っております。
会長として、今年度最大のイベントが成功裡に終
わり、感謝の気持ちと共に、ただただホッとした
安らぎの気持ちでいっぱいです。皆様、本当にあ
りがとうございました。

幹事報告
○委員会 事業活動報告書 5 月 31 日までに提出
○6 月理事会 2 日 11：00～
○次週例会よりクールビズ

RYLA 修了証授与
田口央梨奈様

地区大会新会員セミナー
パネリスト感謝状
岡本光晴会員

副幹事報告
次年度理事役員会 審議事項
1,理事役員及び委員会構成表一部変更について
2.2016～2017 年度 行事予定表（案）について
3.2016～2017 年度 年間予算（案）について
4.チーム ASUKA 合同例会～事業説明会（7/21）について
5.その他

次回の例会
「フォーラム」
親睦・ロータリー家族委員会

「RYLA 参加報告」

田口央梨奈（エリナ）様
（みずほ証券）

みなさん、こんにちは。私はみずほ証券高田支店
の田口央梨奈と申します。平素からみずほ証券ごひ
いきいただき、またいつも支店長のお相手をしてい
ただき誠にありがとうございます。

私は 2 泊 3 日で国際ロータリー第 2650 地区 RYLA
に、みなさまのご厚意で参加させていただき、非常
に貴重ですばらしい体験をしてきました。
本日はその RYLA での出来事を、スライド写真を交
えながら少しお話いたします。少しの間ご辛抱くだ
さい。
ちなみに、申し込み時には支店長に「ロータリー
主催で 2 泊 3 日の若いやつがあつまる旅行がある。
いい男が見つかるかもしれないから行って来いよ」
と言われたのみで、
「RYLA」の意味すら教えてもらえ
ませんでした。
では本題に入ります。
RYLA の研修は 20 歳から 30 歳の 87 名が参加をし、
その中で 10 人から 11 人 1 班、全部で 8 班に分かれ
て 2 泊 3 日共同生活を行いました。
5/20 12：30 に福井アカデミアホテルに集合、班
ごとに昼食をとったあと、13：30 から開講式があり、
そこで福井市長や福井工業大学の学長、中澤ガバナ
ーがお話をされました。ここで初めて RYLA の実施趣
旨について知りました。今回の研修テーマは「日本
人の心と精神」ということで 3 日間のプログラムを
通して日本の心、良いところを学び、最終日に各班
で自由に題材を決め発表を行うというものでした。
まず第 1 講が林小春先生と言って、和のお作法学
校、ジャパンビューティーマナー代表の方の講義を
受けました。ここでは急速にグローバル化が進む中
で自分の国の文化を知ることが大切になってきてい
るということで、①カルチャーディファレンス②お
もあいと言って、おもいやりあうという意味なので
すが、この 2 点をテーマに、日本の良さ、他の国と
のマナーの違いなどを学びました。
その後、各班に分かれで自己紹介を行い、18：00
からウェルカムパーティーが行われました。お酒を
飲みつつご飯を食べつつ交流を深めましょうといっ
たものだったのですが、途中、ソプラノ歌手の生オ
ペラや和太鼓奏者の生演奏もあり、すごく迫力があ
って、大変盛り上がりました。
2 日目は朝 7：00 に体育館に集まってラジオ体操か
ら始まって 8：30 にはバスに乗って恐竜博物館に向
かいました。恐竜博物館では恐竜の化石や模型がた
くさん展示さてれていて、見学時間が 1 時間だった
のですが、全然足りないくらい見てまわるものがお
おく、楽しませていただきました。次に永平寺に行
きました。まず精進料理を食べました。ここでは曹
洞宗開祖の道元禅師の、食べ物に感謝をし食事をし
ましょうという考えのもと、お坊さんから料理の食
べ方からお箸のおき方、食べるスピードまで細かい
決まりを教えていただき、食事を行いました。食事

中は一切話してはだめということで、しんとした中
での食事でした。その後、きょうさくで叩かれなが
ら 20 分間の座禅を終え、法話を聞き、永平寺の中を
見学させていただきました。
16：00 にホテルに戻り、第 2 講の藤尾秀昭先生と
いって、月刊誌「致知」の編集長の方のお話を聞き
ました。研修に参加する前にこの方が書かれた「小
さな人生論」という本が郵送で家に届いて、400 字の
感想文を書くことが宿題にあったのですが、その内
容や、人間力とは何か、とか、成功する人としない
人の違いなど、京セラ会長の稲森和夫さんや、元神
戸大学教授の森信三さんといった先人の言葉を交え
ながら人生において大切なことは何かということを
学びました。
その後夕食をとったあと、総まとめとして、発表
することを模造紙にまとめました。各班ごとに分か
れたミーティングルームで作成を行ったのですが、
24 時間部屋を解放しますので自由に使ってください
というロータリアンの方の言葉から、寝ずに完成さ
せろという意図を感じつつ、夜遅くまで作成に取り
組みました。うちの班は 12 時くらいで完成したので
すが、中には朝の 4 時まで作っていたというところ
もあって各班とても気合いの入った作品ができてい
ました。
3 日目、最終日はラジオ体操、朝食の後、9：00 か
ら班ごとの発表を行いました。各班、寝ずに夜遅く
まで頑張ったこともあり、非常に良いものができて
いて、各々の個性もあり、中には劇を交えて発表す
る班もあり、真面目なところは真剣に聞きつつも、
笑いもあった発表になりました。
その後、閉講式を終え、昼食をとり解散というかた
ちで 2 泊 3 日の研修を終えました。
以上で RYLA のお話は終わりです。
最初はわけのわからない支店長のセールストーク
に乗って参加した RYLA ですが、素晴らしいたくさん
の友達が各地にでき、友好を深め、貴重な体験がで
きました。あすかロータリークラブの澤会長をはじ
め、すべての会員の皆様、特にお世話いただいた井
村さんに感謝の言葉を添えて終わりたいと思います。
ありがとうございました。

「GuamSunrise Rotary Club の活動」

直前会長
杉本 憲秀

＊サンライズロータリークラブ
1997 年に 28 名のチャーター・メンバーでグアム
で 4 番目に創立した朝食クラブです。

＊クリスマスドロップ
（ミクロネシアの離島にクリスマスの贈り物）
1952 年から続いているアメリカ全軍の中でも最
も古い人道的プログラムです。グアムで生活必需
品を集め、箱詰めにして物をパラシュートを付け
て島をめがけて落とします。グアム全ロータリー
クラブが参加するプログラムです。

＊自由の女神（修復とペンキの塗り替え）
グアムの観光スポットにあるアメリカのボーイ
スカウトから寄贈された自由の女神像が、円買い
などで傷んでいたのを修復し、ペンキの塗り替え
を行いました。

＊スターウォーズ（活動資金集め）
昨年 12 月、全世界同時封切のスターウォーズの
公演を利用し、クラブ会員が各キャラクターに扮
して活動資金を集めました。

＊アモット・タオタオ・タノ（薬草農園を支援）
グアム固有種を含む様々な薬草が栽培されてお
り、その薬草を使った伝統的な薬事療法等の文化
が守られています。歩道と菜園を仕切る手すりを
一部地区補助金も使い寄贈しました。

＊ディクショナリー・プロジェクト
（小学 3 年生へ英語の辞書を配布）
グアムの全ロータリークラブが参加して行うプ
ロジェクトです。グアムにある全公立・私立の小
学 3 年生に英語の辞書を無料で配ります。辞書の
裏表紙にはロータリーマークと 4 つのテストが書
かれたシールが貼っています。

＊カマレン・カリダッド（ホームレスへの食事提供）
ホームレスの人たちに夕食を提供するプログラ
ムで、各企業や NPO などが参加して行われていま
す。グアムサンライズロータリークラブも当番を
決めて行っています。

＊インターアクト（スポンサークラブ）
グアム空港の敷地内に最近できたティージャ
ン・ハイスクール（公立）のインターアクトクラ
ブのスポンサーをしています。40 名ほどのメンバ
ーが活発に活動しています。

グアムサンライズロータリークラブ
坂元吉裕会員メッセージ
貴クラブの 25 周年記念式典及び祝賀会が無事
盛大に終了されましたこと心よりお喜び申し上げ
ます。
澤会長様がグアムに来られた時に、創立 25 周年
の式典で橿原交響楽団の演奏があるとお聞きして
おりました。また、アメリカ国歌も交響楽団が演
奏して下さるとも言っておられました。しかし、
当クラブから誰も参加できなかったことを大変残
念に思っております。
澤会長様をはじめあすかロータリークラブの皆
様に宜しくお伝えください。
それでは、式典の資料並びに週報を楽しみにお
待ちしております。

