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 ～ 四 つ の テ ス ト 言行はこれに照らしてから ～ 

１．真実かどうか 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 

 世界へのプレゼントになろう 

     
奉仕の理想車を走らせよう!! 
   Let’s drive your ideal car of the service!! 

本日のプログラム 次回のお知らせ 

群れを追い込んで、イルカの

親子を引き離して水族館に売

り渡したり、残りのイルカを屠

殺したりする行為が問題と

なっているようです。日本動

物園水族館協会に加入して

いる動物園89施設、水族館

63施設の計152施設のうち、

太地町からのイルカの供給を

受けている施設は約30の水

族館で、これらの施設ではイルカの獲得が困難となるた

め、子供たちに人気のイルカショーなどの運営に支障がで

るようです。世界動物園水族館協会の会員でなくなると、

同協会のネットワークを通じての海外の施設との、オラウー

タンやホッキョクグマなどの希少種をやりとりする連携が困

難となります。日本動物園水族館協会は苦渋の選択を決

断したようです。 

イルカ保護団体が、イルカやクジラを食べることに反対

する理由の一つとして、イルカやクジラは知能が高いことを

あげています。イルカやクジラは音波によって同族間の緊

密なコミュニケーションをとっていることが、知能が高い証

拠だと主張しています。知能が高く、ヒトと同じ哺乳類であ

るイルカやクジラを食べるのは残酷で、食のタブーだと考

えているようです。 

知能が高い低いだけの判断基準で、人間が動物を食

べても良いか悪いのかを判断をするのは非常に危険で

す。「人間が、知能の高いイルカやクジラを食べるのはい

けません。でも、知能の低い牛や、豚、鳥を食べることは許

されます。」そんなことは決して言えないのであります。そも

そも、人間がいかなる動物をも屠殺し、食べても良いという

倫理的な理由はどこにも存在しないのです。人間だけが

特別な存在であるということを、倫理的に証明することは不

可能なのです。 
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THE ROTARY CLUB OF ARIDA 

 

前回の報告（第２７４３例会） 

  平成２７年７月９日(木）  

（中元会長） 

 

(橋爪（誠）親睦活動委員長） 

会員誕生：浅井君、上野山(栄）君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夫人誕生：浦芙美代さん 

結婚記念：なし 

 

 

（中元会長） 

 最近、ニュースで取り上げられているイルカ問題です

が、日本動物園水族館協会は、「追い込み漁で捕獲され

たイルカを入手しないように」とする世界動物園水族館協

会からの勧告を受け入れることにしたそうです。イルカの

会長の時間  

点  鐘 

平成２７年７月１６日 第２７４４回 

・委員会活動計画の発表 

 決算･予算の審議 １００％出席者表彰  

・ソング：「それでこそロータリー」 

平成２７年７月２３日 第２７４５回 

・クラブ活性化のためのアンケート調査 

  

・ソング：「日も風も星も」 

１ 

開催日 

２７４３ Nｏ． 

Be a gift to the world 

今月の誕生・結婚祝 

Ｒ
Ｉ 

テ
ー
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７月のお誕生日 

 上野山(栄)君へ中元会長より記念品が贈

られました。 



２ 

 

イルカ、クジラにせよ、牛、豚、鳥にせよ、われわれ人

間は、他の生き物の尊い命をいただくことにより、自分た

ちの生命を健康的に維持することができるのです。また、

このような不条理な現実を基盤として、われわれの日々

の食事はもちろんのこと、この例会での食事も維持できる

のです。このことを十分に自覚し、お食事を頂くことが非

常に大切ではないでしょうか。 

 

 

（上野山(栄）幹事） 

①前回お配りした緊急連絡網に橋本さんの携帯が抜け

ていましたので改めて配布いたします。 

 

②一般財団法人 ロータリーの友事務所より「ロータリー

の友」電子版のご案内。昨年の１月よりロータリーの友

の電子版をスタートしました。この７月以降は従来の友

紙の講読料を支払っていれば閲覧可能。ID とパス

ワードが必要です。 

 

③地区より「第１３回日韓親善会議」開催の案内 

                  （嶋田国際奉仕委員長に） 

 

④ロータリー囲碁同好会より「第１４回全国囲碁大会」の

案内  （橋爪誠治親睦活動委員長に） 

 

⑤例会変更（後方に掲示） 

 

⑥第１回理事会報告 

 ７月２日(木）午前１１時４５分から経済クラブにて開催 

 〇報告事項 

  RI2640地区クラブ会長会議（６/２７）について 

 〇協議事項 

 １．クラブ運営方針 【承認】 

 ２．組織図 【承認】 

 ３．委員会活動計画 【承認】 

 ４．年間行事予定 【承認】 

 ５．年間プログラム概要 【承認】 

 ６．７，８月の例会プログラム【承認】 

 ７．収支予算と期首会費【承認】 

 ８．取引金融機関 【承認】 

 ９．初例会プログラム 【承認】 

１０．各種お祝い品と直前会長・幹事への記念品 

                             【承認】 

１１．緊急連絡網 【承認】 

１２．有田川クリーン作戦 【承認】 

１３．昼食担当 【承認】 

１４．親睦家族旅行 【承認】 

１５．有田３クラブ合同夜間例会 【承認】 

１６．長期病欠会員の件 【承認】 

１７．その他 

   紀文祭りへの協賛金について 例年通り１万円を寄 

   付 【承認】 

 

 

 

 

 

                （児島ロータリー広報委員長） 

＊ロータリーの友誌７月号 

☆ヨコ組 

P3．橋本委員長の「ロータリーの友」の歴史的変遷 

  創刊1953年1月 東は活版印刷、大阪は謄写版印刷 

  で論争。初めて知る。 

P7-19 RI会長メッセージ「世界へのプレゼントになろう」  

  「スダマの物語」を引用しテーマ解説。生い立ち、生 

  業、家族・・・。「人は手を閉じて生まれ、手を開いて世 

  を去る」 

P42 RI杉谷卓紀RＩ理事紹介 

 

☆タテ組 

P14 浦田秀徳 日本百名山を登り終えて 

    お元気だったころの栗原先生を思い出します。 

P18 遠藤邦夫 肥満について 

Ｐ20 俳壇トップ 御坊RC 丸山初美さん 

 

 

 

＊米山記念奨学会（川村委員長） 

 中元会長、嶋田君、岩本君、川村より特別寄付を頂き

ました。今年は、奨学生の世話クラブを引き受け、また秋

には中学校に奨学生を招いて国際交流を予定していま

す。皆様の絶大なるご支援をお願いいたします。目標は

お一人２万円です。 

 

＊ロータリー財団委員会（橋爪(正)委員長） 

 中元会長、嶋田君より特別寄付を頂きました。 

 

＊社会青少年奉仕委員会（橋本委員長） 

 有田川クリーン作戦が中止になりました。連絡網での連

絡ができず申し訳ありません。 

 「ダメ・ゼッタイ募金運動」」よろしくお願いします。７月末

まで行います。 

 

 

（脇村例会運営委員） 

本日の会員数２５名 

 （出席規定免除会員９名） 

出席会員数２２名 

 （出席規定免除会員９名） 

         ９１．６７％ 

6/25       ９０．９１％ 

MU：なし 

 

 

（中村ＳＡＡ） 

中元君：初例会の100％出席率、誠に有難うございまし

た。本日の活動計画発表、よろしくお願いします。 

上野山(栄）君：委員長皆様、本年度活動計画発表よろし

くお願いします。息子のミニバスケットチームキビジュ

ロータリー友誌  

 幹事報告  

委員会報告 

出 席 報 告              

ニコニコ箱の報告 



ニアが和歌山県夏季大会で男女共優勝しました。お

盆は広島の全関西大会に行ってきます。 

松村君：委員会活動計画の発表、楽しみにしています。 

應地君：ツールドフランスが始まり寝不足の毎日が続い

ています。皆様も体調に注意して梅雨をのりきって下

さい。橋本さん、昨夜はお世話になりました。 

井上君：有田川の掃除残念でした。今日はお土産をいた

だきありがとうございます。 

橋本君：昨日、おくさま方が「キテラ」に来ていただき、あ

りがとうございました。 

成川(守）君：井上君、ご入会おめでとうございます。会員

組織委員会の委員は全会員です。皆様、会員増強を

よろしくお願い致します。 

橋爪(誠)君：女子会開催ありがとうございます＆ご苦労様

でした。石垣様、先日はありがとうございました。 

酒井君：昨日は奥様の会で妻たえ子がお世話になりまし

た。ありがとうございました。 

川村君：いよいよ中元丸の門出です。皆さんの計画をお

うかがいします。 

中村君：なでしこジャパンは残念でした。また４年後期待

しましょう。 

 

３ 

 

閉会・点鐘 （中元会長） 

中村ＳＡＡ 脇村クラブ奉仕委員長 

成川(守)会員組織委員長 橋爪(正)情報・研修委員長 

應地例会運営委員長 橋爪(誠)親睦活動委員長 

児島ロータリー広報委員長 

活動計画発表 

 

 本日発表しました

各委員会の活動計

画は後日配布しま

す「クラブ概況」をご

覧ください。 

「ダメ。ゼッタイ。普及運動」 
募金箱を７月中設置しています。 

ご協力お願いします。 


