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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 
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THE ROTARY CLUB OF ARIDA 

担当；松村Ｒ広報委員 

前回の報告（第２７５９例会） 

  平成２７年１１月１２日(木）  

（中元会長） 

（橋爪(誠)親睦活動委員長） 

ゲスト：大原 裕 様(2640地区ガバナー補佐 ・有田南RC） 

ビジター：ポンピパック ダーラーさん（米山奨学生） 

 

 

 

(橋爪(誠）親睦活動委員長) 

会員誕生：成川(雅)君、酒井君、嶋田(ひ)君 

配偶者誕生：上野山美知子さん、石垣よしみさん 

         脇村佳世子さん、應地拓子さん 

結婚記念：上野山(栄)君、井上君、江川君 

ゲスト･ビジターの紹介 

点  鐘 

平成２７年１１月１９日 第２７６０回 

・３クラブ合同ガバナー公式訪問 合同例会 

  ガバナーアドレス：辻秀和ガバナー 

・ソング：「君が代」「奉仕の理想」 

  平成２７年１１月２６日 第２７６１回 

・外部卓話：野田ちよみ氏 

 「子どもと 共に歩む さくらんぼ」 

・ソング：「四つのテスト」 
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開催日 

２７５９ Nｏ． 

Be a gift to the world 

今月の誕生・結婚祝 

Ｒ
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米山奨学金授与 

米山功労者表彰 

委嘱状授与  

 地区より委嘱状が届きましたので中元会長より授与され

ました。上野山英樹君:「ガバナー補佐」、脇村重徳君：

「雑誌・公共イメージ委員会委員長」 

11月のお誕生日 

(左から )嶋田ひで

君、酒 井 隆 正 君、

成川雅史君です。

お誕生日おめでとう

ございます。 

 岩本道弘君に

米山功労者の感

謝状が届きました

ので、嶋田(崇)米

山奨学副委員長

より授与されまし

た。 

 

 11月の米山奨学金が

中元会長から、ポンピ

パックダーラーさんへ

授与されました。 

 

 2640地区ガバナー補佐 

大原 裕様 (有田南 RC）よ

り、ガバナー補佐就任の挨

拶がありました。 

 

ガバナー補佐就任挨拶 



２ 

ロータリー財団月間 

 

（中元会長） 

「ガバナー公式訪問を迎えるにあたって」 

１、ガバナー公式訪問・合同例

会の開催について 

 来週11月19日（木）ガバナー

公式訪問・合同例会が橘家で

開催されます。午後１時30分か

ら辻秀和ガバナーと有田3クラ

ブ会長・幹事との懇談会に始ま

り、午後3時から有田3クラブ合

同例会およびガバナーアドレ

ス、午後4時からワークショップ（テーブルディスカッショ

ン）、午後5時40分より懇親会へと続く予定です。 

２、ガバナー公式訪問が３クラブ合同になった理由 

 今年度は地区の混乱により年度途中から辻ガバナー

が就任となり、ガバナー公式訪問開始の時期が大幅に

遅れてしまいました。そのため、辻ガバナーが、IM単位あ

るいは数クラブ以上合同での公式訪問を希望されました

ので、有田3クラブの合同例会開催となりました。 

３、合同例会の開始時間が変更になった理由 

 当初、有田3クラブは合同例会を11月19日（木）午後6

時頃から開始する予定でした。ところが、丁度その日の

同じ時間帯に、海南3クラブも合同例会、ガバナー公式

訪問を計画されていました。海南3クラブは、ボージョレ・

ヌ—ボー解禁日にワインを楽しみながらの合同例会を目

玉にしたいとの強い希望がありました。そこで、有田3クラ

ブが公式訪問及び合同例会の開始時間の変更を譲歩

することになりました。 

４、ガバナー公式訪問・合同例会の他、ワークショップ、

懇親会を開催する目的。 

 ワークショップは、各クラブからそれぞれ１議題を提出

することになりました。その目的は、日頃から各クラブの

懸案事項を３クラブがお互いに知恵を出し合って、問題

の解決を計ることです。 

  各クラブから下記の議題が提出されています。 

（１）有田RC：３クラブ合同で比較的規模の大きな奉仕プ

ロジェクトを実施するとすれば、どのようなプロジェクト

か？ 

（２）有田南RC：親睦について 

（３）有田2000RC：会員増強と退会防止について 

 さて、ここ数年、RI2640地区は混迷を極めていました。

地区の混乱は、種々の悪い要因が絡まったことに起因し

たものと考えます。特に、地区内の各クラブ間のコミュニ

ケーション不足も、その大きな要因の一つと思われます。 

有田３クラブも、今後の地区における安定化を恒常的な

ものにするために、積極的にその役割を果たす義務があ

ると思います。その意味でも、有田３クラブ会員間の意志

疎通の促進、親睦を深めることは非常に重要な意味をも

ちます。近隣のクラブ同士が仲良く友情を深め、そしてそ

の友情の輪をさらに外側に広めて行けば、地区はきっと

安定したものになるでしょう。また、ロータリークラブに入

会して間もない会員だけではなく、ベテラン会員にとって

も、３クラブの会員が一同に顔を合わすこの合同例会

は、知り合いをさらに広めたり、新しい発想を生みだす絶

好の機会を提供するでしょう。 

 以上の趣旨に基づき、今回の３クラブ合同例会、ワーク

ショップ、懇親会を実施することとなりました。会員の皆

様、どうぞご参加のほどよろしくお願い致します。 

 

 

（上野山(栄)幹事） 

〇地区より 

1.地区ホームページ開設のお知らせ届く 

2.10月31日開催の地区決議会の報告書が届く 

3.2015-2016年度 青少年交換委員長会議の案内届く

（橋本社会青少年奉仕委員長に） 

4.2016-2017 年 度  地 区 委 員 候 補 者 募 集 に つ い て 

11/30締切・３名まで 

 

〇国際ロータリー旅行サービス指定代理店 TNK西日本

観光株式会社より、2016年度国際ロータリー年次大会

（ソウル大会）参加旅行募集案内が届く 

 

〇例会変更 （後方掲示） 

 

〇第５回通常理事会報告 

＜報告事項＞ 

1.地区決議会（10/31）について、2015-2016年度地区賦

課金および分担金並びに地区予算案の承認 

2.2015-2016年度地区大会の開催日 2/27 2/28 和歌

山市内にて 

3.2016年度ＲＩ規定審議会代表議員選出について 

＜協議事項＞ 

1.１１月、１２月度の例会プログラム【承認】 

2.10月度試算表【承認】 

3.有田３クラブ合同ガバナー公式訪問・合同例会につい

て【承認】 ワークショップリーダー：中元・橋爪(誠)、              

書記：橋本or酒井・松村 

4.会員推薦届様式修正の件について【保留】 上野山英

樹理事に再度確認する 

5.新入会員メンターの件ついて【承認】 江川君：橋爪正

芳君 

 6.社会・青少年奉仕事業（海外留学生との交流事業）に

ついて【承認】 

7.親睦家族旅行決算の件について【承認】 

8.新年例会について【承認】 

9.その他 

 組織表変更 新入会員江川君は親睦活動委員会 【承

認】 

 

 

（松村R広報副委員長） 

ロータリーの友誌１１月号 

◎ぜひ読んでいただきたい箇所の項目だけご紹介しま

す。 

☆横組P3 「平和をもって暴力と戦う」 

☆横組P22 「ソウルでお待ちしています」 

☆縦組P20 「こし餡の話」（高野山RC会員 前 清 様） 

 

ロータリー友誌  

 幹事報告  

会長の時間  



 

＊R財団委員会（橋爪(正)委員長） 

 松村さんより特別寄付をいただきました。ありがとうござ

いました。 

 

（脇村例会運営委員） 

本日の会員数２８名 

 （出席規定免除会員９名） 

出席会員数２３名 

 （出席規定免除会員８名） 

       ８８．４６％ 

10/29   ８２．６１％ 

MU：なし 

 

 

 

（中村ＳＡＡ） 

中元君：大原ガバナー補佐様、ようこそ有田ロータリーク

ラブへ。児島さん、本日の卓話宜しくお願いします。 

上野山(栄)君：ガバナー補佐の大原様にはお忙しい中、

お越しいただきありがとうございます。児島さん、本日

卓話で勉強させて頂きます。 

大原裕君(有田南RC）：どうぞよろしくお願い申し上げま

す。 

児島君：本日、拙い卓話させて頂きます。誠治君、先日

は老介護ありがとうございました。 

成川(守)君：大原君、ガバナー補佐の役、ご苦労さまで

す。児島君、卓話楽しみです。 

上野山(英)君：児島さん、本日卓話「おもてなしの心」拝

聴します。大原ガバナー補佐、ようこそおいで頂きまし

た。 

嶋田(崇)君：児島さん、卓話ご苦労様です。ガバナー補

佐の大原さん、ご無沙汰しております。 

橋爪(誠）君：児島さん、本日の卓話楽しみにしてました。

勉強させて頂きます。ガバナー補佐 大原様、ようこそ

有田RCへ。 

岩橋君：児島さん、卓話楽しみにしています。 

脇村君：児島さん、楽しい卓話、よろしくお願いします。 

上野山(捷)君：児島良宗さん、本日の卓話楽しみにして

います。 

松村君：岩橋さん、昨日お世話になりました。児島様、勉

強させていただきます。 

應地君：児島さん、卓話を楽しみにしています。 

橋本君：児島さん、本日の卓話よろしくお願いします。 

岩本君：児島さん、本日の卓話楽しみです。 

酒井君：児島さん、本日の卓話よろしくお願いいたしま

す。 

石垣君：児島様、卓話楽しみにしてます。 

橋爪(正）君：岩橋さん、昨日はお世話になりました。児島

さん、卓話楽しみです。 

井上君：昨日は結婚２５周年でした。 

中村君：児島さん、東京オリンピックへ向けてタイムリーな

卓話、楽しみにしております。大原ガバナー補佐様、

本日は御苦労様です。 

 

「おもてなしの心」 

 
 茶道の一期一会「今出来る最高のもてなし」を味わう。 

 茶の湯は茶の道を教えるものですが、同時に日本独特

の「食儀礼」をも教えています。 

 茶事という濃茶と薄茶を頂くもてなしの中に、茶懐石が

あります。茶席は炭点前で始まりますが、お湯が沸くまで

の間に「勝手を見つくろって粗飯を差し上げます」と亭主

が挨拶・自ら膳を運びます。この料理が一汁三菜の懐石

料理です。 

 禅僧が修行の合間に温めた石を懐に入れ寒さを凌ぎ、

腹を温めることで空腹感を紛らわせたものですが、後に

懐石という言葉が茶事で出される「食事」や「点心」へと移

行したようです。今では、誰でも気軽に食べられる料理で

すが、本来は一期一会を重んじる「おもてなし」の心のこ

もった料理だったのです。 

 「和食」が世界無形文化遺産に登録されました。「和食」

は空腹を満たすだけが目的でなく、季節を感じ、目で楽

しみ、風味を味わう・・・、一品一品に「もてなしの心」が込

められています。加えて、今はやりの健康食のイメージが

濃く、世界中でもてはやされるようになったのでしょう。 

 ロータリーに話を戻します。ガバナー公式訪問と言え

ば、全会員が威儀を正し、最高のおもてなしでお迎えし

たものです。そこには一期一会の心が息づいていまし

た。 

 地区は10～11年度から雲行きが怪しくなり、11～12年

度でガバナーエレクト急遽退会と交代劇、ガバナー補佐

の忌避等々混乱を深め、今に後遺症を残しました。ここ

数年、地区はロータリー本来あるべき姿を忘れ、「もてな

しの心」は微塵も窺えませんでした。私自身、地区への

関心と期待は喪失した侭です。やっと前ガバナーが退

き、辻ガバナーが就任されました。最善の策だったかと

思いますが、これで地区内１００％スッキリしたわけではあ

りません。来期こそ「もてなしの心」でお迎えできる、名実

ともに品格あるガバナーの誕生を切望して止みません。 

３ 

ロータリー財団月間 

閉会・点鐘 （中元会長） 

委員会報告 

出 席 報 告              

ニコニコ箱の報告 

 卓 話 

 

 

会員 

 児島 良宗 君 


