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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 

影絵、そして日本では歌舞伎や文

楽、人形浄瑠璃を学んだそうです。そ

の知識と経験が舞台のいたるところで

生かされています。 

 公演では、野生動物の躍動感を伝

えるために、パッペトと呼ばれる操り人

形を駆使しているとのことです。四つ

の脚を四人の俳優が動かす巨大な像や、ゆっくりと威厳を

たたえて竹馬で歩くキリン、またチーターの後ろ足はそれ

を操るしなやか女優そのままの脚で表現しているようで

す。 

次に、劇中のセリフやミュージカルナンバーの中には、ア

フリカ現地で使用されている「ズールー語」がちりばめられ

ています。意味はわからなくても、アフリカの人々の祖国愛

がこめられたズールー語からは、祈りや誇り、熱気と息使

いが感じられるとのことです。 

 もう一つ言葉に関連して、この舞台にはユニークな趣向

が凝らされています。シンバの愉快な友達、ミーアキャット

のティモンとイボイノシシのブンバァの話す言葉は、上演

する都市によって異なる方言を用います。東京公演では

「江戸弁と女言葉」、北海道公演では「北海道弁」、今回の

大阪公演では「河内弁と京都弁」が脚本に取り入れられて

います。その他、大阪にちなんだネタまで仕込まれている

そうです。それらをみつけるのも楽しみであります。 

 またライオンキングの音楽には、映画版を担当したエルト

ン・ジョンやアフリカ出身のアーティストたちが楽曲を提供

しています。その繊細かつ迫力あるリズムは私達をアフリ

カの大草原へ運んでくれるでしょう。 

 「ライオンキング」のテーマは、サークル・オブ・ライフ、つ

まり、生命の連環です。家族や仲間、先祖、生命のつなが

りの大切さという、生きとし生けるもの、全てを支えるこの非

常に大きなテーマを壮大なミュージカルの中で、じっくり考

え、感じ、味わいたいと思っております。 
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THE ROTARY CLUB OF ARIDA 

 

前回の報告（第２７５６例会） 

  平成２７年１０月２２日(木）  

（中元会長） 

 

（橋爪（誠）親睦活動委員長） 

ビジター：平松 一彦 君（有田2000RC） 

 

（中元会長） 

 来る今月25日の日曜日、当ク

ラブの親睦家族旅行で、劇団

四季主催の「ライオンキング」を

鑑賞致します。 

 「ライオンキング」は1997年11

月にアメリカのNYのブロード

ウェイでディズニーミュージカ

ルとして幕を開けました。その

人気は海を越え世界中に広が

り、現在では11か国で上演され

ています。 

 劇団四季による日本国内での公演回数は、2015年7月

に通算10000回の大記録を樹立し、連続上演16周年に突

入しました。「ライオンキング」の舞台はアフリカの広大な

サバンナです。動物たちの王国プライドランドではライオ

ンの王ムファサに、お話の中心となる王子シンバが誕生し

たところからストーリーが始まります。王子シンバの誕生の

知らせに集まった動物たちの熱狂は頂点に達しますが、

ムファサ王の弟スカーだけは、これを苦々しく思っていま

した。王位継承権をシンバに奪われてしまったからです。

さて、シンバの運命はどうなるのでしょうか。 

 まず、ライオンキングのオリジナル演出家で、女性初とな

るトニー賞最優秀ミュージカル演出賞を受賞したジュ

リー・テイモアは、フランスでパントマイム、インドネシアで

点  鐘 

平成２７年１０月２９日 第２７５７回 

・前期ＩＤＭの発表 

  リーダー 嶋田 崇 君・酒井 隆正 君 

・ソング：「四つのテスト」 

平成２７年１１月５日 第２７５８回 

・会員卓話：嶋田 崇 君 

  「私の国際奉仕」 

・ソング：「君が代」「奉仕の理想」 
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ビジターの紹介 

開催日 
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Be a gift to the world 
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会長の時間  
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経済と地域社会の発展月間／米山月間 

 

（橋爪(誠)副幹事） 

〇辻アクティングガバナー事務所より 

 国際ロータリー第2640地区 2015-2016年度ガバナー

の件で10月に開催されたRI理事会いおいて、辻秀和が

ガバナーとして正式に全員一致で承認された連絡が届く 

 

〇福井ガバナーエレクト事務所より  

 2016−2017福井ガバナー年度の為のPET(3/5、3/20)、

地区研修協議会(4/24)の予算見積書が届いています。

次回決議会に向けた質問を募っています。 

 

〇和歌山特報 10/21号 5面掲載 社会青少年奉仕の

「さくらんぼ」事業が掲載。（後方掲示） 

 

〇例会変更(後方掲示) 

 

 

 

＊情報・研修委員会（上野山（捷）君） 

 本日10/22（木）第２班IDMを開催します。 

 

＊米山カウンセラー（橋爪（誠）カウンセラー） 

 10/21（水）有田2000RCクラブにおいて米山奨学生の

ポンピパックダーラーさんが卓話を行い、引率者として同

行しました。ダーラーさんは、米山奨学会への感謝と母

国ラオスの紹介をしていました。 

 

＊親睦活動委員会（橋爪（誠）委員長） 

 10/25（日）親睦家族旅行です。参加いただける皆さま

に集合場所と時間についての案内を配布しています。 

 

 

（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１８名 

 （出席規定免除会員７名） 

       ７５．00％ 

10/8    ８８．00％ 

MU：宮井君 

 

 

（中村ＳＡＡ） 

中元君：前期IDM参加の第１班の皆さん、御苦労様でし

た。第２班の皆さん、本日午後６時30分より御参加のほ

どよろしくお願い致します。 

上野山(栄)君：本日、急な使用事でお休みさせて頂きま

す。すみません。 

平松一彦君(有田2000RC)：お世話になります。 

石垣君：加藤英治君、本日の卓話楽しみにしています。 

成川(守)君：久しぶりに IDMに出席しました。嶋田リー

ダー、ご苦労さまでした。本日、加藤君卓話ご苦労さま

です。 

岩橋君：加藤さん、卓話楽しみにしています。 

上野山(英)君：加藤さん、本日卓話拝聴します。 

嶋田(崇)君：一昨日のIDM第１班にご参加のみなさま、お

疲れ様でした。加藤さん、卓話楽しみです。 

上野山(捷)君：加藤英治さん、本日の卓話楽しみにして

います。 

児島君：加藤さん、卓話楽しみです。 

橋爪(誠)君：加藤様、本日の卓話よろしくお願い致しま

す。勉強させて頂きます。 

應地君：加藤さん、卓話を楽しみにしています。 

松村君：加藤様、卓話楽しみにしています。 

酒井君：加藤さん、本日の卓話楽しみです。よろしくお願

いします。 

宮井君：加藤英治君、本日の卓話ご苦労様です。楽しみ

にしています。 

中村君：加藤さん、本日の卓話楽しみです。芝刈りの奉

仕活動ならいつでも呼んで下さい。 

 

 

 

「東燃ゼネラル和歌山工場の地域貢献・奉仕活動」 

 

 有田ロータリークラブに入会させて頂き1年半以上が経

過しましたが、ロータリーの奉仕理念について学ぶ中で、

和歌山工場の地域貢献や奉仕活動にも参考にさせて頂

くことが多々あります。今回は卓話の機会で、弊社和歌

山工場の地域貢献・奉仕活動に関する①考え方、②具

体的な活動内容、の二つについて紹介させて頂きます。 

 

①考え方 

 最近では、私企業においても、企業の社会的な責任

（所謂CSR : Corporate Social Responsibility）について関

心が高まっています。企業は単に収益を上げるためだけ

に活動をするのではなく、日常の活動を通じて、その地

域における「良き企業市民」である必要があると言われて

おります。東燃ゼネラルグループにおいても、安全、環

境、健康、法規制遵守に加えて「地域社会への貢献」を

重要な社会的な責任であると捉えて各事業所で取組を

進めています。和歌山工場におきましても、「地域社会を

含めたステークホールダーの皆様の期待に応え、信頼さ

れ、尊敬される工場」を目指して様々な活動を行ってい

ます。なぜなら、「信頼され、尊敬される工場」で働く人々

は、そこで働く事に「やりがい・誇り」を感じることができ、

その「やりがい・誇り」が更なる改善に向けてのエネル

 幹事報告  

委員会報告 

出 席 報 告              

ニコニコ箱の報告 

 卓 話 

 

 

会員 

 加藤 英治 君 



ギーとなって、結果的には企業の競争力や操業基盤（安

全・信頼性・品質・コーポレートガバナンスなど）の強化に

つながると信じているからです。地域における社会貢献

や文化活動を通じて、地域社会との連携を深めて、「顔

の見える工場」として地域の皆様の安心や信頼につなげ

ていきたいと考えています。 

 

②具体的な活動 

 様々な活動を行っていますが、大きなものは下記の活

動が上げられます。 

●地ノ島海岸ボランティア清掃 

●有田市総合消防訓練 

●初島中学総合学習 

●みかん山パトロール 

●スピーカーズ・コアリッション 

 

③今後に向けて 

 私企業の行うCSR活動にも、ロータリーの「職業奉仕」

の理念に合致しているところが多々あるかと感じていま

す。私自身、ロータリアンとしては若輩もので勉強不足、

活動不足が多い事を承知しておりますが、日頃から皆様

のお話を拝聴する機会を頂き、会社や工場の運営にあ

たって良い経験になっており感謝しております。今後とも

宜しくお願いします。 

 

 

 

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） 

親睦家族旅行 (平成27年10月25日(日)） 

 劇団四季ミュージカル「ライオンキング」観賞し、 

ホテル阪急インターナショナル「春欄門」で中華料

理を堪能しました。 

 


