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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 

ように作り、そして競争しま

す。時代とともにそのレギュ

レーションは変遷してきまし

た。環境問題がクローズアッ

プされれば環境に負荷がか

からない様に対策を講じる、

あるいは技術の進歩によりパ

ワーが大きくなり過ぎた時は、

エンジンの排気量を小さく規

制すると言った具合です。 

レギュレーションが厳密に規定されますと誰が設計しても

ほぼ同じ車が出来てきます。反対にゆるいレギュレーショ

ンですと個性的な車ができます。設計者は規制値の範囲

内で最高のものを作ろうとします。この結果技術の進歩や

新しいアイデアが生まれる余地があります。しかし、欠点も

あります。それは開発費をたくさん出せるチームが有利に

なるとういうことです。 

 さて海のF1と呼ばれるヨットレースがあります。アメリカス

カップと言います。このヨットレースにもレギュレーションが

あります。このレースは3年から5年おきに開催され、その

度にレギュレーションが決められます。 

 ボートのスピードは簡単にいえば船の長さに比例しま

す。その原因は船首で水をきると波ができます。これが船

首波、船尾には曳き波が出来ます。これは船尾波です。こ

の船首の波と船尾の波を乗り越え、あるいは振り切るため

にはとても大きな推進力が要ります。ジェット機に音速の壁

があるのと同じ原理です。 

 アメリカスカップにおいて、ある時とてもシンプルなレギュ

レーションの時があり、長さ36メートルの大型ヨットと、半分

の長さ18メートルのヨットが戦いました。しかし小さい方の

ヨットはカタマランと呼ばれる細い船体を2つ横に並べてつ

なぎあわせたタイプでした。カタマランの船は波がほとんど

立ちませんので通常の船の2倍3倍のスピードが出ます。

開 催 日 

THE ROTARY CLUB OF ARIDA 

担当：石垣委員 

前回の報告（第２７９３例会） 

平成２８年８月４日(木）  

（松村会長） 

 

（井上親睦活動委員長） 

会員誕生：橋本君、岩本君 

配偶者誕生：井上恵実さん 

結婚記念：なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（松村会長） 

 フォーミュラー1と言うモータースポーツがあります。

フォーミュラーとは一般的に「レギュレーション」と言われる

もので、日本語では「規制」あるいは「規則」です。その規

制の範囲内でエンジンや車体を最大の性能が発揮できる

  平成２８年８月１８日 第２７９４回 

・会員卓話：脇村 重徳 君「何故、悲劇は繰り返される

のか ～航空機・医療事故から学ぶリスクマネジメント～」 

・ソング：「我らの生業」 

  平成２８年８月２５日 第２７９５回 

・外部卓話：岡野 充伸 氏（有田振興局長） 

「未来に羽ばたく元気な和歌山の実現に向けて」 

・ソング：「四つのテスト」 

１ 

点  鐘 

開催日 

２７９３ Nｏ． 

今月の誕生・結婚祝 

会長の時間  

８月のお誕生日 

(左から) 橋本君、岩本君です。 

      お誕生日おめでとうございます。 



２ 

会員増強・新クラブ結成推進月間 

小さい方のカタマランのボートが圧勝し、結果このレース

は世紀のミスマッチと呼ばれました。 

 今年の11月下旬に福岡でアメリカスカップの予選が行

われます。その時にはテレビで見る機会もあるでしょう。ソ

フトバンクがメインスポンサーのチームも出場します。今

のアメリカスカップのボートは水中翼船です。文字どおり

水面を飛びます。 

 ロータリークラブのレギュレーションは3年に一度変わり

ます。常に適切であってほしと思います。 

 

 

 

（橋爪（誠）幹事） 

 会員の皆様、前期の会費を

納めて頂き誠にありがとうござ

いました。皆さまにとって有意

義な一年になるように、襟を正

しクラブ運営に精進していき

ます。 

１.臨時理事会の報告 

 ①クラブフォーラムの実施内 

  容の確認 （承認） 

 ②親睦家族旅行の実施内 

  容 （承認） 

 ③董涛君の参加に伴う費用について （承認） 
 

２.地区より 

 ①第2640地区 地区大会開催の案内 

 ②本年度より奨学生証を発行するようになりました。橋 

  本カウンセラーにお渡しいたしました。 

 ③クラブ国際奉仕委員長会議実施の案内 

                  （橋本国際奉仕委員長へ） 

 ④2016年規定審議会立法案についての意見表明につ 

  いての解説 

 ⑤7/30、地区クラブ社会奉仕委員長会議出席のお礼 
 

３.2017-18年度岡本ガバナーエレクトより、上野山英樹  

  君の地区幹事選任への了承依頼。 
 

４．その他掲示 

 ①御坊南RC創立４０周年記念誌 （回覧） 

 ②田辺東RCの週報 

 ③泉州日日新聞 

 ④他クラブの例会変更 
 

５．例会終了後、第２回定例理事会を開催いたします。 

 

 

 

＊社会青少年奉仕委員会（脇村委員長） 

 「地区 クラブ社会奉仕委員長会議」の報告 

 日時：2016年7月30日（土）13：00～16：30 

 場所：ルミエール華月殿 

 出席：60クラブ及びガバナー、ガバナーエレクト、地区

幹事、社会奉仕委員長、委員 

 議事： 

 １．地区社会奉仕委員会のテーマ「思いやりの心を涵

養し、行動を起こそう」 

 ２．注力点 

  ①地域のニーズを把握して、効果的な事業に取り組 

    みましょう。 

  ②社会奉仕事業の成果を会員増強につなげましょ    

    う。 

  ③財団補助金を活用しましょう。 

 ３．地区の推奨事業 

   ① 識字率向上キャンペーン（9月） 

   ② 「ロータリー100年の森林」の維持、進展 

   ③ 南海・東南海地震に対して防災・減災対策 

   ④ 国内での重大な災害発生時には義援金を募集 

 ４．その他 

   ① 8班に分かれてグループ討論 

   ② 和歌山県・大阪府赤十字血液センターから「献 

      血」のお願い 

   ③ 奉仕活動は、会員減少により金銭的・人数的・  

      年齢的な制約を受ける 

 

 ＊Ｒ広報委員会（上野山（栄）委員長） 

 ガバナーメッセージを配布していますのでお目通し下

さい。 

 

＊親睦活動委員会（井上委員長） 

 親睦家族旅行の案内を本日お配りしています。皆さん

のご参加お待ちしています。 

 

 

 

（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２０名 

（出席規定免除会員７名） 

      ８０．００％ 

7/21   ８４．６２％ 

MU：なし 

 

 

 

（上野山(捷）ＳＡＡ） 

松村君：クラブフォーラムで2106年規定審議会の制定案

についてご検討よろしくお願いします。 

橋爪（誠）君：應地情報・研修委員長、本日よろしくお願

いいたします。 

成川（守）君：田鶴苑の盆踊り大会、盛大に終わりました。

ありがとうございました。 

橋爪（正）君：應地情報・研修委員長、クラブフォーラム頑

張ってください。 

中元君：應地先生、本日のクラブフォーラムよろしくお願

いします。 

酒井君：箕島高校残念でした（泣）。本日のクラブフォー

ラムよろしくお願いします。 

中村君：應地先生、本日は御苦労様です。早退します。 

 幹事報告  

委員会報告 

出 席 報 告              

ニコニコ箱の報告 



上野山（栄）君：皆様、お盆の準備は出来ましたか？何で

もご相談下さい。本日、應地情報・研修委員長、クラブ

フォーラム楽しみです。 

橋本君：娘と孫二人里帰り。毎日一緒にお風呂、一歳の

孫に頭から水をかけると泣いて泣いて大変。孫守りに

体力は必要です。 

岩本君：都合により早退させて頂きます。 

上野山（捷）君：本日のクラブフォーラム、應地先生ご苦

労様です。 

 

 

 

 

 本日は今回の規定審議会で採択された立法案の中

で、６月１９日に行われたクラブ情報規定委員長会議で

話し合ったことを中心に説明をします。 

 今回の規定審議会で採択された立法案の特徴は例外

規定が多く、クラブの裁量で細則を変更して定款に従わ

なくても良いというクラブの裁量権を大幅に認める改正が

多くみられることであります。 

 今年の規定審議会の感想を言いますと、これからの世

界のロータリーの流れは奉仕活動を中心に据えていく、

例会や自己研鑽は今まで通りやってくれてもいいが、そ

れらに置く比重は今までとは違いますよ。早く奉仕活動を

中心とするロータリー活動に移行して下さいね。それまで

は例外を設けて例会中心でやってもいいです。ということ

でしょう。 

 これではロータリーとライオンズの違いは何でしょうか？

数十年前にロータリーから分かれてライオンズを作った

人に先見の明があったということでしょうか? でもライオン

ズも会員は増えていません。これをＲＩはどう思っているの

でしょうか? 

 今年の規定審議会はＲＩ自らが改めて自己否定した瞬

間であったと思います。 

 

＜問題が多いと考える制定案＞ 

制定案１６－０７ クラブ会員の入会金を廃止する件 

ロータリーと同じ理念を持ちながら、入会金を払えない人

を除外するのはロータリーにとって損失である、ロータリ

アンの枠を広げるべきである 

２３２対２２８で採択（４票差） 

制定案１６－２１ クラブ例会と出席に柔軟性を認める件 

クラブ例会頻度と出席に関する規定をクラブ細則で定め

ることができる。但し、最低１か月に２回は開催しなけれ

ばならない。奉仕プロジェクト、社交行事を例会とみなす

ことができる。会員の減少の歯止めとするのが目的 

３９２対８２で採択 
 

制定案１６－２６ 例会取消の規定を改正する件 

祝日のある週は、クラブ例会の取り消しができる 

２７２対２２２で採択 
 

制定案１６－３０ 直接あるいはオンラインの両方による例

会出席を認めるよう出席規程を改正する件 

従来型のクラブでもインターネット例会が可能、Ｅクラブ

は顔を合わせる例会が可能 

全会員にインターネットインフラの整備ができていること

が必要 

３２２対１８８で採択 
 

制定案１６－３６ 会員身分と職業分類に柔軟性を認める

件 

会員身分をクラブ独自で決定できる。職業分類システム

を入会資格の目的として完全に削除する 

３８６対７５で採択 
 

制定案１６－３８ 会員身分の規定を変更する件 

会員身分の条件を簡略化：「善良で高潔性、リーダー

シップを持ち、良い評判を受け奉仕の意欲のある成人と

する」 

その他の従来の条件はすべて削除、世評と本人の意志

さえあればだれでも会員となることができる 

４２６対８５で採択 
 

当クラブとしては、制定案１６－０７、制定案１６－２１、制

定案１６－３６に反対表明をする 

３ 

会員増強・新クラブ結成推進月間 

閉会・点鐘 （松村会長） 

～過ぎし時に敬意を表わして～ 

ポールハリス語録 
 

ロータリーが、事業と専門職務に携わる人の間

に世界的な親睦をつくることができたのは、寛

容の精神のおかげですが、この寛容の精神を

もってすれば、世の中に不可能なことはなくな

るでしょう。 

       （ロータリーへの私の道） 
 

 The sprit of tolerance which has made it 
possible for Rotary to form a worldwide fel-
lowship of business and professional men 
will make all things possible. 

（関場慶博ＲＩ第２８３０地区ＰＤＧ提供資料より） 

クラブフォーラム 

「規定審議会で大きく変わった                             

            ロータリー」 

 

 

情報・研修委員会 

 應地 正章 委員長 

 


