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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 

が、私たちの心を童心に戻してく

れ、感動させてくれました。それ

ばかりか、今後、私たちが子供た

ちのために、そして地域社会の

ために何かできることがないかと

いう、モチベーションを上げてく

れるプロジェクトでもありました。 

 しかし、このプロジェクトは、ま

だ完結したわけではありません。

来月には、園長の野田先生に

「さくらんぼ」に関しての卓話をお願いしています。それか

ら、この事業費用の一部は、ロータリー財団地区補助金を

活用していますので、活動報告を地区の方に提出しなけ

ればなりません。以上が終了して、今回の「さくらんぼ」の

事業が全て完結することになります。社会・青少年奉仕委

員会、ロータリー財団委員会の皆様、もう一踏ん張り、よろ

しくお願い致します。 

 さて、次週にはIDMが開催されますが、みなさんに２つの

テーマについて、ご協議のほどお願いしたいと思います。 

 今回のIDMの第１番目のテーマは、「クラブ会員がロータ

リーについての理解を深めるためには、どのような方法が

有効でしょうか」としました。なぜなら、ロータリーは日々変

化しています。変わらなければならないものもあれば、決し

て変えてはならない基本的な精神が存在します。このよう

なロータリーの基本的教育は、入会からできるだけ早い時

期に受けることが極めて大切と考えます。よって何名かの

先輩方には、「ロータリーとは何か？」、「ロータリーは何を

するところなのか？」という、ロータリーの基本を学ぶため

の卓話をすでにお願いしています。早速、１０月１日には

川村克人会員から、「ロータリー今昔物語」と題する卓話を

拝聴し勉強することができました。今後の卓話の時間で

も、ロータリーについて何度か勉強する機会があると思い

ます。しかし、卓話を聞くだけで、ロータリーのすべてを理
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前回の報告（第２７５５例会） 

  平成２７年１０月１５日(木）  

（中元会長） 

 

（橋爪（誠）親睦活動委員長） 

ゲスト：ポンピパック ダーラーさん（米山奨学生） 

 

（中元会長） 

 

（中元会長） 

 10月8日（木）には「さくらんぼ」への遊具寄贈と子供たち

との触れ合い事業が、10月11日（日）には有田3クラブゴ

ルフコンペが開催されました。  

 ゴルフでは当クラブの加藤君が優勝とベスグロ賞を獲得

しました。橋爪誠治委員長を始めとする親睦活動委員会

の皆様、朝早くからコンペの準備、ありがとうございまし

た。 

 また、「さくらんぼ」の社会・青少年奉仕事業では、橋本

社会・青少年奉仕委員長を始め同委員の方々が、万全

の体制で事業に臨んでくださいました。心から感謝致しま

す。 

 「さくらんぼ」の子供たちの溢れんばかりの笑顔と歓声

点  鐘 

平成２７年１０月２２日 第２７５６回 

・会員卓話：加藤 英治 君 

  「ＴＧ和歌山工場の地域奉仕活動」 

・ソング：「日も風も星も」 

平成２７年１０月２９日 第２７５７回 

・ＩＤＭの発表 

  リーダー:嶋田 崇 君 酒井 隆正 君 

・ソング：「手に手つないで」 
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開催日 
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Be a gift to the world 

ゲストの紹介 
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米山奨学金授与 

会長の時間  

 

 10 月 分 の 米 山

奨学金が中元会

長よりダーラーさ

んへ授与されまし

た。 



２ 

経済と地域社会の発展月間／米山月間 

解できるようになるとは、私は決して考えていません。今

後も何らかの有効な方法で、継続的にロータリーを学ぶ

必要があると思います。多忙な会員が多く、ロータリーの

勉強にさける時間が限られた中で、いかに有効で効率的

なロータリーの教育ができるか、今回の IDMで、ぜひと

も、そのことについて検討をお願いしたいと思います。 

 第２番目のテーマは、「有田ロータリークラブが、理想と

するクラブ像に近づくためにはどのようにすればよいで

しょうか？」です。このテーマはクラブ活性化戦略計画委

員会活動の一環として提出しました。クラブ活性化委員

会の活動計画は、「理想の有田ロータリークラブ像」を会

員の皆で構築し、それに近づくため道筋を決めることで

す。すでに、今年の７月にアンケート調査を実施しました

が、会員が理想とする有田ロータリークラブ像は、「親睦

と友情を育む機会が多く、会員相互が信頼し、相互援助

できるクラブ」、「会員数は３０～４５名と現状より多く、入

会希望者が多いクラブ」、「地域社会に理解、信頼され、

地域の活性化に貢献できるクラブ」等というものでした。 

では、有田ロータリークラブが今後どのような方法をとれ

ば、このような「理想とするクラブ像」に近づくことができる

のでしょうか。皆様にご協議をお願いし、今回のIDMで有

田ロータリークラブが理想とするクラブ像に近づくための

手がかりを得たいと考えています。 

 以上、「クラブ会員がロータリーについての理解を深め

るためには、どのような方法が有効でしょうか」、そして、

「有田ロータリークラブが、理想とするクラブ像に近づくた

めにはどのようにすればよいでしょうか」の２つのテーマ

につき、次週、20日、22日に行われるIDMでのご協議、よ

ろしくお願い致します。 

 

 

（上野山(栄）幹事） 

〇地区より 

 1.地区決議会開催案内 10月31日（土）開催 

 2.2015-2016地区出向のお願いについて 

〇公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より 

 1.ハイライトよねやま187が届く 

             （嶋田（崇）米山奨学副委員長に） 

〇他クラブ週報 岩出ロータリークラブ （後方掲示） 

〇有田経済クラブより クラブ通信第303号 （後方掲示） 

〇例会変更 （後方掲示） 

 

 

＊親睦活動委員会（橋爪(誠)委員長） 

①10/11（日）有田３クラブ合同ゴルフコンペ 総勢21名

で行いました。ご参加ありがとうございました。 

②10/25(日）親睦旅行の暫定バスルート表をお配りしま

した。最終案内は次週行います。 

 

＊情報研修委員会（橋爪(正)委員長） 

 「IDM開催のお知らせ」 

  第１組 10月20日(火) PM6：30～ 於)橘家 

  第２組 10月22日(木) PM6：30～ 於）橘家 

 出欠の連絡をよろしくお願いします。 

 

＊米山奨学委員会（嶋田(崇)副委員長） 

 岩本さんより特別寄付をいただきました。 

 

＊指名委員会（上野山(英)直前会長） 

 本日、例会終了後、指名委員会を開催します。 

 

 

（應地例会運営委員長） 

本日の会員数２７名 

 （出席規定免除会員９名） 

出席会員数２０名 

 （出席規定免除会員７名） 

       ８３．３３％ 

10/1    ８４．６２％  MU：なし 

※10/8出席率訂正 84.00％ 

 

 

 

（中村ＳＡＡ） 

中元君：社会青少年奉仕委員会の皆さん、「さくらんぼ」

での奉仕事業ありがとうございました。親睦委員会の

皆さん、有田3クラブゴルフコンペの開催御苦労様でし

た。 

上野山(栄)君：ダーラーさん、今日の卓話楽しみにしてい

ます。先週のさくらんぼ事業おつかれ様です。また３ク

ラブ親睦ゴルフでは、加藤さん優勝おめでとうございま

す。 

脇村君：ダーラーさん、日本に来て良かったことなど話し

てください。楽しみにしています。 

松村君：ダーラーさん、卓話楽しみです。ラオスにもゴル

フ場はありますか？ 

児島君：ポンピパックダーラーさん、ラオスの話、楽しみ

です。 

上野山(捷）君：ダーラーさん、本日の卓話楽しみにして

います。 

成川(守)君：ダーラーさん、卓話ご苦労さまです。 

宮井君：ダーラーさん、本日の卓話楽しみです。 

橋爪（誠）君：ダーラーさん、本日よろしくお願いします。

がんばってください。３クラブ合同ゴルフコンペご参加

ありがとうございました。 

橋爪（正）君：ダーラーさん、就職先が決まっておめでとう

ございます。あなたの国のこと、あまりよく知らないので

よろしく。 

嶋田（崇）君：ダーラーさん、卓話ありがとうございます。 

岩本君：今日は天石、生石両神社の秋季例大祭の為、

欠席させて頂きます。ポンピパックダーラーさんの卓話

聞けずに残念に思います。 

中村君：ダーラーさん、卓話楽しみにしています。３クラブ

合同ゴルフコンペを欠席して申し訳ありませんでした。

バチが当って１回戦で負けました。 

 

 

 

 

 幹事報告  

委員会報告 

出 席 報 告              

ニコニコ箱の報告 



  

 「私の国 『ラオス』 の紹介と 

            米山奨学生の感想」 

 １.ラオスの紹介 

 母国ラオスについて紹介させていただきます。ラオスは

東南アジアのインドシナ半島に位置しています。ASEAN

加盟国であり、面積は236,800㎢ 日本の約63%に相当

し、人口は677万人、首都はビェチャン、国土の約70%は

高原や山岳地帯です。仏教の国で、言語はラオス語で

す。ラオスは、中国、ベトナム、カンボジア、タイ、ミャン

マーの５ヶ国と国境を接する内陸国です。  

 ラオスの国旗は、横に赤青赤、中央に

白丸を配した旗です。挨拶の言葉は

「サバイディー」と言います。「サバイ

ディー」とは「こんにちは」です。ラオス

の人は頭をちょっと下げて、お互いに手

を合わせて挨拶をします。ラオスは多民族国家で、独自

の言語を持っている少数民族も多いのですが、その中で

ラオス語は公用語として使用されています。ラオスの通貨

はキップといいます。1円は約65キップであり、一本の

コーラーは約40円です。  

 ラオスの料理には、山の幸と川の幸をふんだんに使っ

た素朴でヘルシーな料理が数多くあります。ラオス人の

主食はもち米です。ラオスでは、4月14日～16日、3日間

にお正月を行います。水かけ祭としてよく知られていま

す。この時期ラオスは1年のうちで最も暑く、日中は気温

が40度近くまで上がるのですが、人々にとっては一番楽

しい時期です。  

 

２．米山ロータリー奨学生の感想  

 2015年度米山ロータリー奨学生として採用され、橋爪 

誠治カウンセラーをはじめ、クラブの方々に出会えること

ができました。いつも大変お世話になっており、本当にあ

りがとうございます。  

 奨学金のおかげで、留学生活において経済的な助け

になっており感謝しています。特に、日本での就職活動

をスムーズに送ることができました。（栃本天海堂株式会

社に内定をもらいました）。また、１ヶ月に１回、例会に参

加させていただき、皆さんの卓話から様々な分野の話を

聞くことができ、とても勉強になっています。 

 毎月のロータリーの友の雑誌から、ロータリアンが世界

平和や親睦のために素晴らしい活動をしていることも知り

ました。  

 これから、残りの学生生活を充実させ、また、ロータリー

クラブを通じて社会貢献活動にも努力していきたいと考

えています。 

 

３ 

経済と地域社会の発展月間／米山月間 

閉会・点鐘 （中元会長） 

 卓 話 

 

 

米山奨学生 

 ポンピパック 

   ダーラー 様 

 

平成27年10月11日(日) 

 

 有田３クラブ合同親睦

ゴルフ大会が開催されま

した。参加者は21名。 

 

 当クラブの加藤英治君

が優勝しました。 


