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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 

本日のプログラム 次回のお知らせ 

  ～有田ロータリークラブ目標～ 

   親睦を深め 

    ロータリーライフを楽しもう 

 

 

（井上親睦活動委員長） 

会員誕生：浅井君、上野山（栄）君 

配偶者誕生：なし 

結婚記念：なし 

 

 

（松村会長） 

 DAIGOというシンガーソングライターがいます。今年始め

に女優の北川景子さんと結婚しました。テレビにもよくでて

います。彼は会話の途中で唐突にアルファベット3文字ぐ

らいの略語をいいます。相手にも当然その意味がわかっ

開 催 日 

THE ROTARY CLUB OF ARIDA 

 

前回の報告（第２７９０例会） 

平成２８年７月１４日(木）  

（松村会長） 

 

（井上親睦活動委員長）  

ビジター：董 涛 君（米山奨学生） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  平成２８年７月２１日 第２７９１回 

・委員会活動計画の発表 

 予算・決算の審議 ・ 皆出席者表彰 

・ソング：「それでこそロータリー」 

  平成２８年７月２８日 第２７９２回 

・外部卓話：中井 國雄 氏「日本ＤＭＡＴ(災害 

  派遣医療チーム)と和歌山県の現状(課題)」 

・ソング：「四つのテスト」 

１ 

ビジターの紹介 

点  鐘 

開催日 

２７９０ Nｏ． 

今月の誕生・結婚祝 

米山奨学金授与 

会長の時間  

委嘱状授与  

 地区より、成川守彦君に「研修委員会 委員」、上野山

栄作君に「社会奉仕委員会 委員」の委嘱状が届きまし

たので松村会長より授与されました。 

 

 ７月分の米山奨学金が

松村会長より授与されま

した。 

 

  ７月のお誕生日 

 

上野山（栄）君に記

念品が贈呈されまし

た。 



２ 

 

ているように振る舞います

が、何でもかんでもアルファ

ベット2、3文字に省略するの

で普通は理解できません。

そんななかで最近少し有名

になったのがKSKです。何

のことでしょう。実は『結婚  

してください』の略語です。 

 ロータリークラブでもアル

ファベットの略語を耳にしま

す。ロータリーの会員はアル

ファベットの略語だけでなく、よそでは聞くことのない日本

語の単語もしゃべります。例えば会長エレクト。ロータリー

に入会して初めて聞きました。テレビでもアナウンサーや

出演者が未だかつて会長エレクトというのを聞いたことが

ありません。放送禁止用語でしょうか。そんなはずはあり

ません。「手続き要覧」「規定審議会」は独特な言葉の響

きがあります。それらに関連して「定款・細則・内規」という

ものがあります。 

 手続き要覧とロータリークラブ定款・細則・内規は手元

にあります。規定審議会はどうでしょう。ロータリーの友6

月号横組16ページから19ページにも載っています。規定

審議会の結果について書かれていますが、規定審議会

そのものにはあまり言及されていません。rotary.orgで調

べてみました。3年に1度開催される規定審議会では、ク

ラブや地区、理事会などから提案された立法案の審議と

投票が行われます。組織としてのロータリーの運営につ

いて、ロータリアンが意見を表明する場となります。各案

件は2014年12月31日の締切日までにロータリーが受理

し、定款細則委員会による助言の下、RI理事会により「正

規」とみなされたものです。本立法案は（日本語も含め）

ロータリーのウェブサイト（www.rotary.org）にも掲載され

る予定となっています。 

 クラブ、地区大会、RIBI審議会または大会、規定審議

会、理事会は規定審議会に提出された立法案（制定案

も決議案も含む）について声明を出すことができます。こ

のような声明は、立法案に対して賛成、反対または見解

を述べるものであり、1 ページつまり通常の業務用便箋

の片面1ページ以内に限られています。このような声明

は、審議会が開かれる少なくとも2ヶ月前までに事務総長

へ提出された場合、事務総長によりすべての審議会議

員へ回付されます。 

 クラブは採択された制定案あるいは決議案に対して、

本書式を用いて反対を表明することができます。漏れな

く記入された書式は、2016年8月15日必着でエバンストン

のRI世界本部に提出しなければなりません。規定審議会

はクラブや地区がこのような行動を起こすことによって組

織としてのロータリーの運営について、ロータリアンが意

見を表明する場となります。 

 

 

 

（橋爪（誠）幹事） 

1.第一回定例理事会の報告 

 7月7日（木） 例会終了後 於）経済クラブ 

 ＜報告＞ 

 ①旧ＩＭ2組の会長・幹事会実施について 7月30日 

有田ＲＣ主催で開催する。 

  ＜議案＞ 

 ①次年度理事予定者会議において承認を受けた、本

年度クラブ運営に関する全ての議案および修正案の

追加と承認を求める件・・・承認      

 ②緊急理事会７月28日に開催・・・承認    

 ③本年度版クラブ概況を9月中旬に配布予定・・・承認 

2.「ハイライトよねやま」 （成戸米山奨学会委員長へ） 

3.特別養護老人ホーム田鶴苑 川村施設長より7月30日 

19:00～盆踊り開催案内。 

4.高野山RC・河内長野高野街道RCより「ピースofピース」

の開催案内。 

5.有田タイムス 有田ＲＣ初例会の掲載記事 

                           （後方掲示） 

6.次週も例会は委員会活動計画の発表となります。各委

員長様ご準備のほどよろしくお願い致します。 

7.他クラブの例会変更  （後方掲示） 

 

 

 

（上野山（栄）Ｒ広報委員長） 

ロータリーの友誌 ７月号 

【横組】 

P3 「ロータリーの友」誌のさらなる改革に向けて 

   ロータリーの友委員会委員長 清水良夫 「友」印刷

版サイズがA４変形版からA４版に、表紙は投稿写真を

イラスト処理しデザイン写真に変更。 
 

P７ RI会長メッセージ ジョン・F・ジャーム 

   私たちが求めているのは、若い会員や引退したば

かりの人、さらには在職中の人にも魅力を感じてもらえ

るような柔軟なクラブです。私たちは新たなパートナー

シップを探し、門戸を開いて他の団体と連携関係を結

ぶ必要があります。 
 

P17 2016-2017年度国際ロータリーのテーマ 「人類に

奉仕するロータリー」 

   私たちが目指すのは、単にロータリアンの数を増や

すのではなく、ロータリーによる善き活動をより多く実

現させ、将来にロータリーのリーダーとなれるロータリ

アンを増やすことです。 
 

P20〜37 ガバナーの横顔  

 P32 第2640地区 福井隆一郎ガバナー 

 

【縦組】 

P4〜8 地域医療の取り組み 中頓別町立歯科代表 杉

澤宗一郎 

   健康であるための口中管理 高齢者施設への訪問

歯科診療を通して地域貢献。食べ物をかんで食べるこ

との喜び 多職種連携とは人と人の関わりであり大切

にしたい 
 

P9〜15 友愛の広場 P12 「入りて学び、出でて奉仕せ

よ」という言葉 

ロータリー友誌  

 幹事報告  



P20〜P30 ロータリーアットワーク P25 四世代フォーラム 

薩摩誇りを取り戻せ 鹿児島西RC  

 

 

 

＊直前会長（中元直前会長） 

 例会終了後、前年度理事会を開催しますので、関係者

の方は出席をお願いします。 

 

＊米山奨学委員会（成戸委員長） 

 松村会長より特別寄付をいただきました。 

 

 

 

（児島例会運営委員） 

本日の会員数２７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８名） 

      ８４．６２％ 

6/30   ９２．００％ 

MU：なし 

 

 

 

（上野山(捷）ＳＡＡ） 

松村君：週報を見せていただいて会長就任を遅まきなが

ら実感しました。 

橋爪（誠）君：各委員長様、本日の発表よろしくお願いい

たします。 

中元君：應地先生、昨晩はいろいろありがとうございまし

た。たすかりました。 

上野山（栄）君：本日、活動計画の発表をさせて頂きま

す。上野山捷身さん、宮井さん、会計監査ありがとうご

ざいました。 

橋本君：嶋田ひでさん、本日の職場見学ありがとうござい

ました。 

中村君：先週は嶋田先生にお世話になりました。箕島高

校１回戦勝ちました。 

酒井君：各委員長様、本日のご発表よろしくお願いいた

します。 

上野山（捷）君：活動計画の発表の皆様、頑張ってくださ

い。 

   

３ 

 

閉会・点鐘 （松村会長） 

委員会報告 

出 席 報 告              

ニコニコ箱の報告 

委員会活動計画の発表 

上野山(捷)ＳＡＡ 中村クラブ奉仕委員長 

應地情報・研修委員長 橋爪(正）例会運営委員長 

井上親睦活動委員長 上野山(栄）Ｒ広報委員長 

本日発表されました各委員会の活動計画につ

きましては、後日配布します「クラブ概況」をご

覧ください。 

２ ０ １ ６ - １ ７ 年 度 は

「ロータリー財団創立

１００周年」です。 


