
週 報 

2015-2016年度 

会 長   中元耕一郎 

幹 事   上野山栄作 

R広報委員長 児島 良宗 

第２６４０地区 

例会日  毎週木曜日 12:30 

例会場  紀州有田商工会議所6F 

事務所  〒649-0304 

       有田市箕島33-1 

       紀州有田商工会議所２F 

       有田ロータリークラブ 

         Tel (0737）82-3128 

         Fax (0737) 82-1020 

創 立   昭和34年6月15日 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 

   http//www1a.biglobe.ne.jp/aridarc/ 

e-mail  aridarc@kdt.biglobe.ne.jp 

 ～ 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 

                  

（橋爪(誠）親睦活動委員長） 

会員誕生：上野山(捷）君、川村君、児島君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配偶者誕生：嶋田一代さん 

結婚記念：嶋田(崇)君、酒井君、成川(守）君 

 

 

 

（中元会長）  

 ニコチン依存症、アルコール依存症、ギャンブル依存

症、オンラインゲーム依存症等々、世の中にはいろんな依

存症が存在します。ニコチン、アルコールは物質的なもの

で、他方ギャンブル、オンラインゲームなどはプロセス的な

依存症であります。また、人間関係としては、恋愛やカルト

宗教等があり、これらは一見何の共通性もないように思え

ます。 

開 催 日 

ク
ラ
ブ 

 

 

テ
ー
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THE ROTARY CLUB OF ARIDA 

担当：橋本委員 

前回の報告（第２７７４例会） 

平成２８年３月１０日(木）  

（中元会長） 

 

（橋爪(誠)親睦活動委員長） 

ビジター：ポンピパックダーラーさん(米山奨学生） 

 

 

 

 

点  鐘 

  平成２８年３月２４日 第２７７５回 

・外部卓話：久保井 亮一 氏 (大阪大学名誉教授） 
「受身の“ストレス応答”から自発能動の“挑戦と応戦”へ」 

・ソング：「それでこそロータリー」 

  平成２８年３月３１日 第２７７６回 

・外部卓話：渡邊 俊幸 氏 (有田市立病院副院長） 

  「中高年のための泌尿器科学」 

・ソング：「四つのテスト」 

１ 

ビジターの紹介 

開催日 

２７７４ Nｏ． 

Be a gift to the world 

今月の誕生・結婚祝 

Ｒ
Ｉ 

テ
ー
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会長の時間  

３月分の米山

奨学金と卒業

の記念品が中

元 会 長 よ り

ダ ー ラ ー さ ん

に 贈 ら れ ま し

た。 

ダーラーさんから卒業に

あたって挨拶がありまし

た。 

 

昨年の５月より１１ヶ月

間、クラブの様々な事業

やイベントに参加、協力

してくれました。 

ダーラーさんの今後の更

なるご活躍を心からお祈

りします。 

３月のお誕生日 

  (左から) 児島君、上野山(捷)君です。 

        お誕生日おめでとうございます 



２ 

水と衛生月間 

 しかし、これらの依存症

に、ただ一つ共通なもの

が存在します。それは、

ニコチンやアルコール、

ギャンブルやゲームなど

に接しているとき、人の脳

の中にはドーパミンという

物質が分泌されているこ

とです。ドーパミンは脳内

麻薬とも言われ、人がそ

れを好きなものだと感じ

れば、ドーパミンが放出され、脳は快感、幸福感を覚えま

す。もちろん、このドーパミンとは逆の作用をするセロトニ

ンなどの抑制性の神経伝達物質も存在し、ドーパミンに

よる過度な興奮を抑えてくれます。依存症の人の脳で

は、こうした神経伝達物質のバランスが崩れている状態

が起こっていると考えられています。 

 ニコチン、アルコール、ギャンブル、オンラインゲームな

どの依存対象に接することで、脳内にドーパミンが分泌さ

れ、幸福感を覚えても、それは瞬間的なものであり、依存

症になれば、体に害が及び、金銭的にも破綻をきたし、

家族崩壊の危機にも陥ります。これは、まさしく不幸なこ

とであります。 

 一方、自己の向上心を達成するために、それに前向き

に取り組んだり、高い目標を達成したりする時にも、同じ

ドーパミンが脳内に分泌され、幸福感を覚えます。他人

を助けたり、社会に貢献できた時の充実感や満足感、幸

福感を覚える時にもこのドーパミンが放出されます。 

 ロータリアンたるもの、ロータリー依存症になるぐらい

ドーパミンを脳内に分泌したいものです。何故なら、ロー

タリー依存症は、私たちロータリアンに真の幸福をもたら

してくれるからであります。 

 

 

（上野山（栄）幹事） 

①地区より地区大会選挙人会議の結果についての報告

が届く。理事会でも会長から報告がありました通りです。 

②福井ガバナーエレクト事務所より2016年度ロータリー

米山記念奨学金カウンセラー・米山奨学生オリエンテー

ションの案内が届く。（橋本カウンセラーへ） 

③The Rotarian （回覧） 

④例会変更 （後方掲示） 

⑤次週3月17日は休会です。お間違えのないようにお願

いします。 

⑥3月31日の例会終了後、国際大会の打ち合わせを開

催します。 

⑦第9回通常理事会報告 

＜報告事項＞ 

  １． 地区大会について 

＜協議事項＞ 

  １．３月、４月度の例会プログラム【承認】 

  ２．２月度試算表【承認】 

  ３．４月理事会日程変更について【承認】 

  ４．その他 

・ドメイン習得に伴う会員のメールアドレス配布の件 【承

認】  会員全員にメールアドレスを配布、使用は本人の

自由とする    

 

 

（橋本Ｒ広報委員） 

※ロータリーの友誌3月号 

☆横書き 

・18-19項：横浜RCが50年継承事業「横浜ロータリーの

森」の取り組みが紹介されています。50年と息の長い

事業、立派な活動だと感心します。 

・33-35項：ローターアクトの活動が紹介されています。有

田RCも会員減少の問題を抱えていますが、ローター

アクトは30歳卒業のルールで、少子化の傾向の中で、

もっと深刻なのかなと思いました。 

☆縦書き 

・16-17項：超高齢化社会に向け、活性化への二つの提

言と題して、例会での誕生日祝いの廃止を提言してい

ます。何か考えさせられました。 

・23項：我々有田RCの初島中学校生徒とダーラーさん達

ラオス留学生との交流の記事が掲載されています。 

・28項：横浜中RCのロータリーダブルスカップ卓球大会

が載っています。私は卓球が好きなので、こんなに多

くの人たちが参加する大会を開催できたら楽しいなと

思いました。 

・30項：和歌山岩出RCの活動が載っています。 

 

 

       

  

＊会長エレクト（松村会長エレクト） 

①地区活動方針 「対話から新たな一歩へ  共に楽し

むロータリー」これを実現するために「我々会員にとり

ガバナーとは？その選び方は？」このテーマでクラブ

内で討議してほしい。 

②3/24（木）例会終了後、第3回次年度理事会開催しま

す。 

 

＊Ｒ財団委員会（橋爪(正）委員長） 

 上野山捷身さんよりＲ財団寄付金として多額の献金を

頂きました。 

 

＊米山奨学委員会（嶋田(崇)副委員長） 

 上野山捷身さんより特別寄付をいただきました。 

 

 

（脇村例会運営副委員長） 

本日の会員数２７名 

 （出席規定免除会員９名） 

出席会員数２４名 

 （出席規定免除会員７名） 

       ９６．００％ 

2/25    ８８．４６％ 

MU：なし 

ロータリー友誌  

 幹事報告  

委員会報告 

出 席 報 告              



（中村ＳＡＡ） 

中元君：ダーラーさん、１年間ありがとうございました。上

野山英樹パスト会長、本日の卓話よろしくお願いしま

す。 

上野山(栄)君：ダーラーさん、１年は早いものですね、今

後ますますの日本でのご活躍をお祈りします。上野山

英樹さん、勉強させていただきます。 

上野山(英)君：本日卓話をさせていただきますが、纏まり

のない内容になりますのでお許し下さい。 

橋爪(誠)君：ダーラーさん、あっという間の一年間でした

ね。カウンセラーとしてダーラーさんと出会えて本当に

嬉しかったです。今後とも学友会の活動を支えて下さ

い。2640地区の米山奨学生を共に盛り上げましょう。

上野山英樹様、今日の卓話勉強させて頂きます。 

岩本君：上野山様、本日は卓話ありがとうございます。民

生児童委員の仕事で早退させて頂くかもしれません。 

酒井君：上野山さん、本日の卓話よろしくお願いします。

４月の異動はありませんでした。皆様、引き続きよろしく

お願いします。 

井上君：ポンピパックダーラーさん、卒業おめでとうござ

います。 

橋本君：社内の昼休み卓球大会、優勝しました。ダー

ラーさん、頑張って下さい。 

嶋田(ひ)君：昨日、５人目の孫が産まれました。LINEで写

真を送ってくれます。 

成戸君：ひでさん、自分の子供じゃなくて、５人目の孫お

めでとう！ 

脇村君：英樹さんの卓話にはいつも勉強させていただい

ています。 

児島君：久しぶりの英樹節、楽しみです。 

松村君：上野山英樹様、勉強させていただきます。 

嶋田(崇)君：上野山英樹さん、卓話ご苦労様です。 

岩橋君：上野山(英)君、卓話、御苦労さんです。 

應地君：上野山さん、卓話を楽しみにしています。 

橋爪(正)君：上野山英樹さん、卓話御苦労さまです。 

石垣君：上野山英樹様、卓話楽しみにしています。 

宮井君：上野山英樹君、本日の卓話ご苦労さんです。楽

しみにしています。 

中村君：上野山英樹さん、卓話御苦労様です。勉強させ

ていただきます。 

 

 

３ 

水と衛生月間 

ニコニコ箱の報告 

 卓 話 

 Vocation
天職
この仕事は尊いものであり、人々のために
役立ち、貢献するもの

・ Occupation,Job,Profession,Careerなどではない

ロータリーに於ける職業奉仕の職業

・ロータリーは倫理運動である

・定款第４条 目的（綱領）

第２項「事業および専門職の道徳的水準（倫

理的）を高め、ロータリアン各自が業

務を通じて社会に奉仕するために

その業務を品位あらしめること」

職業奉仕とは何か

 職業奉仕と社会奉仕の区別

受益者が誰か

受益者が他人の場合は社会奉仕

受益者が自分の場合は職業奉仕

社会奉仕は人のためのものであり、その奉仕によって

自分が利益をもとめてはならない

職業奉仕と社会奉仕

 職業奉仕・・商業的Service

 社会奉仕・・人道的Service

 実践理論

A・Fシェルドン

He profits most who serves best

最もよく奉仕する者は、最も多く報いられる

社会奉仕も職業奉仕も一つの同じ心

 

 

会員 

上野山 英樹 君 

「職業奉仕が危うい」 



水と衛生月間 

４ 

閉会・点鐘 （中元会長） 

決議２３－３４

１、ロータリーの思想について

利己と利他の調和

２、クラブの役割とロータリアン

３、国際ロータリー（RI)の役割

４、ロータリーの奉仕について

５、クラブの自治権について

６、社会奉仕全般についての指針

団体奉仕活動より個人奉仕活動（I Serve）

ロータリーにおける「社会奉仕」と「職業奉仕」は表裏一体

の関係にある

 人のため世のために奉仕するこころをもって
職業を営むべし・・・ひとつのこころ

・ロータリーの奉仕は個人の職業倫理に基づい
て奉仕のこころを職業社会に実践するもので
あり、倫理を学び、人格向上に努め、それを
もって初めて職場にまた社会的弱者に奉仕
ができる
・ロータリーに於ける社会奉仕はロータリアンに奉仕の
訓練を施し、倫理を磨く活動であるべき
・他の団体では職業が同時に奉仕とは考えない

ロータリーにおけるI Serve

 職業奉仕の実践は例会に始まる

 RIの変化

１、Eクラブの登場

２、２０１６年度規定審議会立法案

・クラブ例会開催回数の自由化

・職業分類の緩和

職業奉仕が危うい
例会と例会出席の大切さ

 ロータリーが例会を軽視し、職業分類を軽視するようで
は前途が憂慮に堪えない（H・トーマス・・・４０年前）

 世界的な会員減少と出席率低下はロータリーが基本か
ら離れてきたため、今こそ基本に戻ろう。職業奉仕の軽
視はロータリーの弱体につながる

（ヴィチャイ・ラタクル元RI会長）

ロータリーが危うい

例会終了後、 

ダーラーさんを 

囲んで・・・。 


