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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 

る尺度です。ほとんどの人の場合、平均寿命よりも健康寿

命の方が短くなりますが、日本人の平均寿命と健康寿命

にはどれだけの差があるでしょうか。2010年の資料では、

男性の平均寿命が79.55歳であるのに対して健康寿命は

70.42歳と、その差は約9年です。この差を出来るだけ縮め

てゆくにはどうすればよいでしょう。 

 健康を保つには、栄養、休養、運動とやりがいのある仕

事が重要です。適度な運動は体を蝕む生活習慣病、骨粗

鬆症、鬱や不眠症に対して予防と治療の効果もあると言

われています。また、仕事はやりがいが大切な要素となり

ますが、たとえ仕事をリタイアしても我々ロータリアンには、

やりがいのある多くの事業があり、様々な職種の方々と接

する機会にも恵まれています。健康寿命を延ばす最良の

場ともいえるでしょう。 

 また福原氏は、人間の全人的な価値は、身体機能だけ

では無いと述べています。経験によって育つ知能や精神

的側面も大きく、判断力・発想力・統率力など、壮年・老年

になって育つものもあります。加齢を単なる衰えや機能低

下ととらえず、更なるサクセスフルエイジングを実践してい

きたいものです。  

 

（上野山（栄）幹事） 

〇地区より 

 １.2015-2016年度地区大会

事務所開所のお知らせ 

 2.地区大会関係書類が届く 

パンフレットは週報と一緒に本

日配布。1/21までに出欠を取

りたいと思います 

〇有田経済クラブよりお歳暮

が届く 

〇有田タイムス「初島中学で

開 催 日 
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前回の報告（第２７６５例会） 

  平成２７年１２月２４日(木）  

（中元会長） 

（中元会長） 

 本日は、平成２７年度の上半期、最後の例会となりま

す。会員の皆様、クラブ運営にご尽力を頂き誠に有難うご

ざいました。心より御礼申し上げます。 

 また、本日は、各奉仕委員長様に前期活動報告を部門

ごと、特定分野も含めお願いしたいと思います。委員長の

皆様、どうかよろしくお願い致します。 

 さて、皆さんは、「サクセスフルエイジング」という言葉を

ご存じでしょうか？ これは資生堂名誉会長の福原義春

氏が提唱した言葉です。人が歳をとることは避けられませ

ん。それならば、年齢を重ねてもできるだけ健康を保ち、

ビンテージワインやアンティーク家具のように年相応に熟

成して味わいと魅力を増す人間になりたいものです。この

ような人間のあり方を模索して、サクセスフルエイジング、

即ち、美しく歳を重ねるという発想にいたったそうです。 

既に、「アンチエイジング」つまり抗老化・抗加齢という言

葉が一般に浸透しています。しかし、英語のアンチには、

あってはならない悪いことに逆らうという意味があります。

これは加齢や老化をあってはならない悪いことと見なし、

ひいては、アンチデス、つまり死から目を背ける考え方に

つながるのではないかと、福原氏は考えました。そして、

サクセスフルエイジングを新たな概念として社会に広めた

いと発信を続けておられるのです。 

 さて、2013年度の日本人の平均寿命は男性が80.21歳

で、男女ともに80歳を超え、2年連続で世界一となったこと

が話題となりました。一方で、健康寿命という言葉もよく耳

にします。これは、2000年にWHOが打ち出した概念で、

寿命を全うする間にどれだけ健康な期間があるのかを測

点  鐘 

平成２８年１月７日 第２７６６回 

・新年例会 年頭所感 橋爪 正芳 君 

      年男所感 松村 秀一 君 

・ソング：「君が代」「奉仕の理想」 

  平成２８年１月１４日 第２７６７回 

・会員卓話 松村秀一君 

 「ハーヴィー・ペニックのレッドブック」 

・ソング：「我らの生業」 
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開催日 

２７６５ Nｏ． 

Be a gift to the world 

 幹事報告  
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会長の時間  



２ 

疾病予防と治療月間 

の青少年奉仕事業」が掲載 （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） 

 1/7（木）新年例会です。ご参加お願いします。送迎バ

スについては年明けにFAXします。 

 

＊米山カウンセラー（橋爪（誠）カウンセラー） 

 2640地区米山学友会総会にポンピパックダーラーさん

と参加してきました。キラン君にも会うことができました。 

 

 

（岩橋例会運営委員） 

本日の会員数２８名 

 （出席規定免除会員９名） 

出席会員数２２名 

 （出席規定免除会員７名） 

      ８８．００％ 

12/10  ７６．９２％  MU：なし 
 

 

 

（中村SAA） 

中元君：会員の皆様、上半期の活動への御協力ありがと

うございました。下半期もどうぞよろしくお願い致しま

す。 

上野山(栄)君：メリークリスマス。皆様本年度は大変お世

話になりました。師走もおしせまりました。会員皆様に

はご自愛ください。本日、前期活動報告をされる委員

長様、よろしくお願いします。 

嶋田(崇)君：下半期も引き続き宜しくお願いします。 

成川(守)君：皆様、よいお年をお迎え下さい。早退しま

す。 

上野山(捷)君：皆様、よいお年をお迎えください。 

上野山(英)君：本日、私の74才の誕生日です。会員皆様

そろってお祝いをして頂きありがとうございます。 

酒井君：本日、橋本委員長にかわり報告させていただき

ます。 

橋爪（誠）君：活動報告、ご苦労様です。よろしくお願い

致します。 

脇村君：クラブ奉仕部門の発表をさせていただきます。

皆さん、よいお年をお迎えください。 

児島君：前半期、何かと生きのびました。後半もよろしく。 

宮井君：中元会長、上野山（栄）幹事、半年間ご苦労さま

でした。来年もよろしくお願いします。新年例会楽しみ

です。 

中村君：半年間、拙いSAAにお付き合い頂きありがとうご

ざいました。本日、事業報告させて頂きます。皆様、よ

いお年を。 

 

 

 

 

 

〇ＳＡＡ  中村吉伸ＳＡＡ 

 今年度中元会長のクラブ

ターゲットは「奉仕の理想車

を走らせよう」であり、より良い

方向へスムーズに走行出来

るように有意義で楽しい例会

運営を心掛けた。活動計画

に示したように有田ＲＣの気

品を損ねる事が無いよう、以

下の点を考慮しながら例会進

行を行なった。 

①例会開始時間、進行時間

に関しては例会運営委員

会と協力して厳格化。多少のずれはあったが、概ね厳

格化出来た。 

②例年通り会場内は禁煙。（喫煙者には禁煙を勧める） 

  会員の皆様のご協力で実施することができ、喫煙者

はほぼゼロとなった。 

③携帯電話はマナーモードにすることを徹底。皆様のご

協力で概ね実行出来た。 

④例会では季節に応じたＢＧＭを流す。夏場はハワイア

ンを中心に、12月はクリスマスソングを中心にＢＧＭを

流した。 

⑤例年通りクールビズを実施。7月から9月末までクール

ビズを実施した。 

 

 

〇クラブ奉仕委員会   脇村重徳委員長 

 中元会長が掲げる「奉仕

の理想車」を力強く走らせ

る原動力となるのが例会で

あります。 

 クラブ奉仕委員会は5つ

の委員会で構成されていま

すが、それぞれの委員会が

独自の活動を積極的に展

開するとともに、互いに連

携してその活動をより実の

あるものにするなど、有意

義な例会を運営するために必要なクラブ奉仕が総括的

に行われたと考えます。 

 以下に、各委員会からの活動報告をさせていただきま

す。 

 

１．会員組織委員会 

① 入会者は次頁の通り。 

② 新会員用に次の2つの資料を作成した。 

1）入会の栞：「ロータリーへ、ようこそ」から「ロータリーの

戦略計画」まで、新会員に必要な知識を解りやすく解

説した全13ページの資料 

2）祝御入会：入会後、6ヶ月以内に完了することが望まし

い9項目をチェックリスト形式でリストアップしたもの 

委員会報告 

出 席 報 告              

ニコニコ箱の報告 

前期活動報告発表 



 

２．情報・研修委員会 

①IDMは開催を前期と後期に分けて行うが、前期は10月

20日に1組が、10月22日に2組が開催した。テーマは、

1）当クラブ会員がロータリーについて理解を深めるた

めには、どのような方法が有効でしょうか。2）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。として議論した。この

まとめを10月29日の例会にて、1組は嶋田崇君、2組は

酒井隆正君の各リーダーが発表した。 

②第19回目となるロータリーカレッジは5月頃に開催を予

定している。 

③入会予定会員候補に必要な情報を提供する件につい

ては、前期は4名の入会予定会員候補にお会いし、必

要な情報を提供した。その後、井上修平君、成戸文子

さん、嶋田ひでさん、江川正文君の4名が入会された。

次の有田ロータリークラブを背負う新しい会員の入会

に期待しているところである。 

 

３．例会運営委員会 

①卓話に関しては、何ら問題もなく活動計画に則って進

行している。困難なところを敢えて挙げれば、会員卓

話の割り振りである。 

②一人休めば約4％の出席率低下になる。クラブのため

にメーキャップするのではありませんが、出席率のこと

を自覚して必ずメーキャップをお願いする。年間出席

率90％を目指しましょう。 

③会場の椅子の設営は委託業者がやってくれているが、

椅子のガタガタするのにあたった人は申し訳ありませ

ん。 

 

４．親睦活動委員会 

①毎例会での活動として、ゲスト・ビジターの紹介、毎月

第2週例会では、会員・配偶者の誕生日のお祝い、及

び結婚記念日の発表とそれぞれお祝いの品・記念品

の発送を行った。 

②親睦活動の主催とサポートについては、 

 1） 8/17 モンゴルからのムギ君のウエルカムパー

ティーを主催 

 2） 10/11 有田3クラブ合同ゴルフコンペと懇親会の企

画と実施 

 3） 10/25 親睦家族旅行「ライオンキング」鑑賞の企画

と実施 

 4）  11/19 有田3クラブ合同例会懇親会の進行役  

などを実施した。至らない点も多々あったかも分かりま

せんが、会員の皆様のご協力とご理解をいただいて、

スムースに実施することができました。誠に有難うござ

います。 

③中元年度の活動を親睦の輪で支えるのはもちろんのこ

と、当委員会で特に気をつけているのは、新入会員が

入会した時に最初に所属することになる親睦活動委

員会の会合を実施していることである。そして副委員

長と先輩会員のご協力の下、親睦活動のあり方や意

義などを説明し、新入会員にダイレクトに伝わるように

している。 

④後半には、春の当クラブゴルフコンペの開催と、特に

ソーシャルネットワークの勉強会を意欲的に実施した

いと考えている。また、できるだけ経費の掛からないよ

うな配慮もしていきたいと思っている。 

 

 

５．ロータリー広報委員会 

①クラブ週報の発行 

  イラスト・写真を多用し、読みたくなる紙面を目指し

た。クラブのカメラに不慣れなため、何枚か不出来な

写真もあり深く反省している。誌面構成・作成は事務

局が担当してくれ、大変楽をさせていただいている。 

②ロータリーの友誌解説 

  毎月第２週の例会で、当月週報担当者が交代で解説

している。 

③外部広報 

  各種マスコミを通し、クラブの活動を広報してきた。 

 

 

 

〇職業奉仕委員会 岩本道弘委員長 

 本年度は３項目について

取り組みたいと考えておりま

したが、初島中学校へ職業

紹介事業（社会青少年委員

会から報告して頂きます）と

合わせまして４項目になりま

す。 

 

①先程も唱和頂きました「４

つのテスト」の唱和ソング 

 

②皆さんもご存知のように１月は職業奉仕月間です。

1/21(木）の卓話で成川雅史さんに職業奉仕について

の卓話をして頂きます。また、例会終了後、初島中学

校へ移動願いまして職業紹介事業への参加をお願い

します。 

 

③1/28(木)にローテーションデ―の実施を致しますが、

今期は桜ケ丘病院にお願いして実施したいと思いま

す。明日同病院を訪問して打ち合わせて来ます。皆さ

んの参加ご協力をお願いします。 

 

 

３ 

疾病予防と治療月間 

入会 氏名 推薦者 推薦者 メンター 

2015/7/1 井上修平 
(水産加工業） 

中元耕一郎 上野山栄作 上野山英樹 

2015/8/20 成戸文子 

(蔬菜果物缶

詰製造業) 

成川守彦 上野山英樹 成川守彦 

2015/8/20 嶋田ひで 

(食品工業) 

成川守彦 上野山英樹 成川守彦 

2015/11/5 江川正文 

(手袋製造) 

上野山栄作 橋本拓也 橋爪正芳 



〇社会青少年奉仕委員会 橋本拓也委員長 

              発表 酒井隆正副委員長 

①有田川クリーン作戦 

  7月2日開催予定でした

が、天 候 不 順 に よ り 中

止。 

 反省点：中止の連絡は参

加者全員に必ず連絡す

る事。 

 

②さくらんぼへの遊具寄贈

と児童とのふれあい 

   10月8日（木）例会後

14:00から、遊具及び絵本（プール・三輪車・ブロックな

どの遊具20品及び絵本9冊）の贈呈式を行った。参加

者は、有田RCメンバー14名、さくらんぼ野田園長、有

田市市民福祉部嶋田部長、さくらんぼ児童の保護者3

名、地方紙2社2名（合計19名）。その後児童とのふれ

あいの時間では、3班（三輪車班、ブロック班、絵本班）

に分かれ児童と一緒に童心に帰った気持ちで遊びま

した。児童の嬉しそうな満面の笑顔をみて心がさわや

かになりました。 

 

③初島中学校生徒とラオス海外留学生との交流 

   12月10日（木）例会後14:00から、初島中学校にて 

  参加者：初島中学校生徒50名（1学年:18名、2学

年:19名、3学年:13名）初島中学校職員11名、ラオス

留学生4名、有田RCメンバー14名、地方業界紙2社。 

   有田RCがホストクラブとして支援している米山留学

生のポンピパック・ダーラーさんと同国の友人3名で、

PPTを使ってラオスの国を紹介し、その後ラオスのダン

スや遊びを参加者全員で行った。初島中学校生徒か

らはソーラン節の演奏を行い、中学校生徒とラオス海

外留学生との交流を図った。 

   

〇国際奉仕委員会  嶋田 崇委員長 

① 留学生の受け入れ…

モンゴルからの留学生

ムンフエルデネ・メンド

バヤル君の受け入れを

8／17(月)～8／27(木)

までの11日間実施しま

した｡ホストファミリー：嶋

田(崇)､橋爪（正）､橋爪

（誠）､中元各会員宅で

お世話になりました｡ま

たその他多くの会員に

も観光に連れていって頂きました｡ 

 

② ソウル国際大会(2016.05.28～06.01)への参加を募っ

ています｡登録費が一番安い第1次募集では会員11名

の登録を頂き､また4名のご夫人方も同伴して下さると

いうことであります｡若干登録費が高くなりますが､来年

も引き続き募集していますので､ご希望の方は私まで

連絡をお願いします｡ 

(ａ) ロータリー財団委員会 

① ロータリー財団寄付金(地区補助金・グローバル補助

金)のうち地区補助金の申請書を上野山会長年度に

地区ロータリー財団委員会へ提出致しましたが､ガバ

ナーが替わりましたので､新ロータリー財団委員長宛

に申請書を提出します｡ 

②ロータリー財団への特別寄付２００＄について(現在の

Ｒレート120円／＄)現在５名の方々よりご寄付頂いて

います｡後期も宜しくお願いします｡ 

③海外の学生受け入れに協力する件について、モンゴ

ルからの短期留学生「ムンフエルデネ・メンドバヤル」

君､通称「ムギ君」の受け入れに協力致しました｡短い

滞在期間でしたが､日本の文化や日本人への理解を

少しでもしてくれたものと思っています｡ 

 

(ｂ) 米山奨学委員会 

① 特別寄付のお願いについて…クラブ目標にまだ若干

の余裕があるようで､どうか下半期での目標達成のた

めにご協力を宜しくお願いします｡ 

② ラオスからの米山奨学生ポンピパック・ダーラーさんの

ホストクラブとして勉学・生活両面で支援しています｡カ

ウンセラーは橋爪誠治会員です｡ 

③10／15の例会で､米山奨学生のポンピパック・ダー

ラーさんに母国ラオスについて卓話をして頂きました｡ 

④ 12／10､社会青少年奉仕委員会との共同企画により､

初島中学校を訪問し､ダーラーさんを始め地区米山奨

学生を招き､「自国の生活・文化」を紹介して頂き中学

生との国際交流に努めました｡ 

  

 

〇クラブ活性化戦略計画委員会  
中元耕一郎委員長 

①会員組織委員会と協力して

会員増強に努めました。 

 今年度、新入会員４名入会 

 

②アンケート調査の実施（平

成27年7月23日実施） 

   会員２５名中、１９名が回

答する。７６％の回収率でし

た。回答者のロータリー歴

は、１０年以内が７名（８人

中）、１１年～２０年が７名（１

０人中）、２１年以上が５名（７人中） 

 

 １）会員満足度アンケートの分析結果 

   平成27年7月の調査時において、メンバーの全員

（アンケートに参加した会員）がクラブに受入られてい

ると回答されました。これは、会員相互の友好・親睦が

できているという現れであり、大いに誇れるポイントだと

思います。また、活動費用や例会会場も大半の方が

妥当と思われていることがわかりました。しかし、会員

自身のクラブの活動やプロジェクトへの参加について

の満足度は高いのですが、会員の考えるクラブ全体の

組織イメージは、ある程度の活動はできているものの、

疾病予防と治療月間 

４ 



活動の一部が停滞していることも認識しているようで

す。そして、会員はクラブの現状を受入れているもの

の、まだまだ、改善の余地があるとも感じているようで

す。［そのほかに、あなたが変えてほしいと思うことはあ

りますか］の質問に対して、一部の会員は「会員数を増

やす」、「クラブの在り方、存在意義が問われる時期だ

と思う」と意見を述べており、年々クラブ会員が減少し

ている現状に対する危機感を示しています。 

   会員数は年々減少傾向にあります。この原因とし

て、会員増強に対して積極的に活動していないことが

考えられます。［RIの提唱する活動に対する有田RCの

参加度］についての質問に、新会員勧誘（４２％）が不

十分と回答し、［クラブの活動に対する会員の参加意

識］の質問に対しても、会員増強について「不参加」と

答えた会員は２６％もありました。そして、ロータリアン

以外の地域の人々に対するアピールも少ないこともそ

の原因と考えられます。よって、今後、会員を増やすた

めには、より積極的な会員増強活動、広報活動、地域

社会を巻き込んだ（地域社会に実質的に貢献する）活

動が望まれます。 

 

２）クラブ活力テストの分析結果 

   「クラブ活力テスト」の結果から分かった有田RCの問

題点は、まず、目に見える活動の成果があまり上がっ

ていないということであります。クラブ会員数の減少、

地域社会からの評価が見えない。特にクラブ会員数の

減少は深刻です。また、社会奉仕活動は行ってはいま

すが、地域社会との関わりがまだまだ薄い印象があり

ます。社会奉仕活動が自己満足的なものに終わって

いるかもしれません。地域社会にもっとアピールする活

動が必要あると考えます。そして、あいかわらず国際

奉仕活動が低調であるし、ITなどを利用した効率的な

クラブ運営ができていないこともわかりました。以上の

問題点を集中的に解決する必要があると考えます。 

 

３）あなたが理想とするクラブ像は？ 

①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 

②会員数は30名から40名と現状より多く、入会希望者が

多いクラブ 

③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 

④行動力があり、明るく活気に満ちた魅力あるクラブ 

⑤その他 

 

４）あなたが理想とするロータリアン像は？ 

①ロータリーの奉仕の理念、四つのテストを理解し、実践

し、伝授している人 

②高い職業倫理を持ち、自分の職業に誇りを持っている

人 

③自身が研鑽できる環境を整え、人間関係の構築を大

切にできる人 

④地域社会の人々から信頼され、地域に貢献できる人 

⑤その他 

 

 

日程 １月の例会プログラム 

1/７(木) 

新年例会 於)橘家 

 年頭所感 橋爪 正芳 君 

 年男所感 松村 秀一 君 

 

 懇親会  

1/１４(木) 

会員卓話 松村 秀一 君 

「ハーヴィー・ペニックの 

        レッドブック」 

1/２１(木) 

会員卓話 成川 雅史 君 

 

会員卓話 岩本 道弘 君 

「職業奉仕で最近感じているこ

と」 

１/２８ 

（木） 

ローテーションデー 

     於）桜ヶ丘病院 

疾病予防と治療月間 

５ 

閉会・点鐘 （中元会長） 

初島中学校生徒への職業紹介事業 
（社会・青少年奉仕委員会） 

 

日時 ： １月２１日(木） 午後２時～３時半 

場所 ： 初島中学校 

 

会員皆様のご参加・ご協力よろしくお願い

いたします。 

本年もどうぞ 

よろしくお願い 

    申し上げます。 

～Ｒ広報委員長よりお詫び～ 

 掲載させていただきました写真に不出

来なものが多く大変申し訳ありません。決

して他意はございません。 


