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１．真実かどうか
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四つのテスト

２．みんなに公平か

言行はこれに照らしてから

３．好意と友情を深めるか

世界へのプレゼントになろう
Be a gift to the world
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・ソング：「日も風も星も」

前回の報告（第２７４４例会）

Let’s drive your ideal car of the service!!

洞察力、自信です。多くの業種のリーダーであるロー
タリアンは、物事をさまざまな角度から捉え、他の団
体とは違った方法で地域社会の問題を解決する賢明さ
を持たねばなりません。
思いやりは、誠実さや親身になって行動する印象を
与えます。ロータリアンは、人々との対話や絆を大切
にします。
粘り強さは、明確な目的意識を持ち、果敢で勇気が
あるというイメージを与えます。ロータリアンは、明
確な目的意識と不屈の信念を持つべきなのです。
もう一つ、行動を促す力というポイントは、前向
き、希望、ビジョンを持っているという印象を相手に
与えます。ロータリアンは地元や世界の人々をつなぎ
合わせ、行動を促し、希望と熱意を分かち合う存在で
あるべきなのです。
次に、カラーパレットを使ってロータリーの基本色
を決め、用いる事によって視覚的にロータリーのイ
メージを構築することができます。また、この基本色
を使ったロータリーの公式ロゴは、柔軟で調和のとれ
たデザインで、ロータリーの積極的なリーダーシップ
や不屈の精神、思いやりの心が表現されています。

開催日
開 催 日 平成２７年７月１６日(木）
（中元会長）

会長の時間

奉仕の理想車を走らせよう!!

平成２７年７月３０日 第２７４６回
・外部卓話：小賀 直樹 氏
「有間皇子と長屋王」
・ソング：「四つのテスト」

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

鐘

４．みんなのためになるかどうか

次回のお知らせ

本日のプログラム

点

～

（中元会長）

先週の木曜日（７／９）
上 野 山 英樹 直 前会 長、松
村 秀 一 直前 幹 事、上野山
栄作幹事、私の4人で、浦
元信さんのお見舞いにお
伺 い し ま し た。浦 さ ん
は、昨年 度 より も お元気
に な ら れ、今後 は 月に一
度の例会出席も考えられ
ているようです。まずは
一安心ということを会員
の皆様にご報告致します。
さて、今日はロータリーのボイスについてのお話
をしたいと思います。
人に個性や性格があるように、組織にも個性や性
格があります。これを表現するために用いるトーン
や ス タ イ ル が「ボ イ ス」で す。ボ イ ス を 使 う こ と
で、この個性をコミュニケーションや体験のなか
で、相手に感じとってもらいやすくすることができ
ます。つまり、口頭での説明や、会話、文章、視覚
的デザインの中に意識的にロータリーのボイスを取
り入れていくことで、ロータリーのイメージを確立
し、印象付け、高めることができるのです。
ロータリーのボイスの特性として、賢明さ、思い
やり、粘り強さ、行動を促す力の４つのポイントが
あります。
まず、賢明さが相手に与えるべき印象は、博識、
１

［誇りのシンボル］と呼ばれるロータリーの歯車は
公式ロゴの横に配置されることで、強いインパクト
を与えます。
写真による表現もボイスの大切な視覚的ツールの
一つです。交流・協力するロータリアン、地域社会
で活動するロータリアン、象徴的な表現が即座に見
る人の目に飛び込んでくるのです。
以上のように、ロータリーのボイスを伝えること
で、結果的にロータリーのブランド価値が高まりま
す。そして奉仕をしようとする人たちにとって、他
の多くの奉仕団体の中でも、ロータリーに入ること
を決意するようなブランドになろうという戦略なの
です。

幹事報告
（上野山(栄)幹事）
１．公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会より
①普通寄付金のお願い
②世話クラブ補助費の送金通知が届く
③ハイライトよねやま１８４号が届く
（川村米山奨学委員長に）
２．地区米山記念奨学会より
カウンセラー研修会のお知らせが届く
(橋爪(誠)カウンセラーに)
３．和歌山特報7/11号 ８面に初例会記事掲載
４．有田タイムス7/9号 １面に初例会記事掲載
５．有田経済クラブより「クラブ通信」が届く
６．他クラブ週報 岩出ロータリークラブより
７．例会変更
（全て後方掲示）
８．持ち回り理事会の報告
モンゴルからの留学生受入れに関する件(承認)
日程：８月１７日〜２７日

前年度皆出席表彰
☆出席100％出席者
橋爪正芳 橋爪誠治 松村秀一 中村吉伸
中元耕一郎 應地正章 上野山栄作 脇村重徳
☆出席免除者（60％以上自主出席の出席優良者）
石垣洋介 岩橋行伸 上野山英樹 成川守彦
川村克人 上野山捷身 岩本道弘 児島良宗

委員会報告
＊米山奨学会委員会（川村委員長）
本日、上野山栄作さんより米山奨学会に多額の献
金を頂きました。
＊ロータリー財団委員会（上野山(捷）副委員長）
上野山栄作さんより特別寄付を頂きました。

出 席 報 告

（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１９名
（出席規定免除会員６名）
９０．４８％
7/2
１００％
MU：なし

ニコニコ箱の報告

（中村ＳＡＡ）
中元君：本日の決算・予算の審議、よろしくお願い
いたします。
上野山(栄)君：本日の決算・予算、ご承認よろしく
お願いします。委員長様、活動計画よろしくお願
いします。
上野山(英)君：本日、2014-15年度のクラブ決算の
ご承認をよろしくお願いします。これで前年度の
全てが終了する事になります。有難うございまし
た。
松村君：箕島のゴルフコンペで優勝しました。
児島君：今日、宮原小の7.18水害慰霊会で体験談を
聞いて頂きました。
川村君：本日は活動計画を発表させていただきま
す。
橋本君：委員会活動計画発表、よろしくお願いしま
す。昨日、人生で初めてイーグルを取りました。
びっくりしました。
酒井君：委員長の皆様、委員会の活動計画発表よろ
しくお願いします。
橋爪(誠)君：中元会長、先週はどうもありがとうご
ざいました。活動計画発表、楽しみです。よろし
くお願いします。
嶋田君：モンゴルからの受け入れ留学生が決まりま
した。みなさま、ご協力宜しくお願いします。
井上君：台風が近づいています。みなさま、気をつ
けて下さい。
中村君：悪天候の中、皆様御出席ありがとうござい
ます。

２

決算報告・監査報告

松村 秀一
直前幹事

嶋田国際奉仕委員長

2014-2015年度の決算について、松村直前幹
事より決算報告がありました。また前年度会
計監査の浅井君が7/2に会計監査を行い適切で
あると認められたことについても報告があり
ました。
決算報告について原案通り、全員一致で可
決されました。

川村米山奨学会委員長

※Ｒ財団委員会（橋爪(正)委員長）
本年度も皆さまのご協力をよろしくお願いします。

中元クラブ活性化
戦略計画委員長

予算(案)審議

上野山 栄作
幹事 兼 会計
本日発表されました各委員会の活動計
画の内容は、後日配布します「クラブ概
況」をご覧ください。

本年度予算について上野山(栄)幹事兼会
計より説明があり審議されました。
全員一致で原案通り可決されました。

閉会・点鐘

（中元会長）

活動計画発表
～過ぎし時に敬意を表わして～

ポールハリス語録
多くの人の顔がロータリアンになってか
ら変わります。自国でまた海外で、奉仕
の機会を見ることを学ぶからです。
(1930年ＲＩ国際大会でのメッセージより）

岩本職業奉仕委員長

橋本社会青少年奉仕委員長

Many a man’s outlook is different after
he becomes a Rotarian. He learns to see
opportunities for service at home and
abroad.
（関場慶博ＲＩ第２８３０地区ＰＤＧ提供資料より）
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