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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 

上でも、現物寄付の場合には原価の2倍までの控除が受

けられる優遇策が設けられています。しかし近年では、以

前まで寄付の対象となっていた食品が「わけあり商品」とし

て寄付にまわらず通販などで流通したり、食品価格の変動

で政府からの寄付が減るなどの問題に直面しています。 

 日本でも2002年からこの活動は始まっています。和歌山

県でも和歌山フードバンクが御坊市に出来ています。10

年ほど前からフードバンクと同じような活動でフードドライ

ブも始まっています。これは、家庭で食べきれない食料を

職場や学校等人が集まる場所に持ち寄ってそれをフード

バンクに届けるものです。このフードドライブは日本では

カーブスが最初にはじめました。「女性だけの30分健康体

操教室 カーブス」という看板を掲げている体操教室で

す。最近有田市にも出来ました。とりあえず私は食事を残

さず完食するよう心がけたいと思います。 

 

 

（橋爪（誠）幹事） 

〇第8回定例理事会の報告（2/2（木）） 

 1、2月・3月の例会プログラム 承認 

 2、1月試算表  承認 

 3、新年例会精算について 承認 

 4、有田RC新定款・細則・内規について 承認 

 5、2/23 ロータリー創立記念夜間例会 ロータリーカレッ 

   ジ・ロータリーデイ 承認 

 6、後期IDM開催日程  承認 

〇地区より 

 １、2017-18年度 地区への出向のお願い 

   上野山英樹会員を 研修委員会 副委員長 

 ２、米山記念奨学生の世話クラブとカウンセラー引き受け 

   について 

 ３、ロータリー財団とユネスコ水教育研究所の奨学金制 

   度 

開 催 日 

THE ROTARY CLUB OF ARIDA 

担当：嶋田(崇)委員 

前回の報告（第２８１５例会） 

平成２９年２月９日(木）  

（松村会長） 

 

（松村会長） 

 包装の傷みなどで、品質に

問題がないにもかかわらず市

場で流通できなくなった食品

を、企業から寄付を受け生活

困窮者などに配給する活動

や、その活動を行う団体のこと

をフードバンクと言います。 

 食品メーカーや外食産業な

どでは、品質には問題がない

ものの、包装不備などで市場での流通が困難になり、商

品価値を失った食品が発生します。従来は廃棄されてい

たこうした食品の提供を原則として無償で受け、生活困窮

者を支援しているNGO・NPOなどの市民団体を通じて野

外生活者や児童施設入居者などの生活困窮者に供給し

ます。賞味期限切れなど品質に問題が有る食品は対象と

しません。提供を行う企業にとっては、廃棄にかかる金銭

的な費用を抑制できるだけでなく、食品廃棄物の発生を

抑え、福祉活動に貢献しているという面でCSRの取り組み

ともなり、企業価値の向上にもつながってきます。 

 1960年代アメリカで始まりました。ボランティア活動をし

ている女性がまだ食べられる食品がスーパーで大量に廃

棄されていることを知り、スーパーにその廃棄する食品を

寄付してもらうよう頼み、地元の教会に食品を備蓄する倉

庫を貸してくれるよう頼みました。こうしてフードバンクが始

まりました。政府も善意で寄付した食品が元で万一トラブ

ルが発生した場合でも、故意や重過失がない限り寄付し

た側は法的責任が問われない旨定められています。税法

  平成２９年２月１６日 第２８１６回 

・外部卓話：大江 隆之 氏 

     「生かされ生きる」 

・ソング：「それでこそロータリー」 

  平成２９年２月２３日 第２８１７回 

・ロータリー創立記念日夜間例会 於）橘家 

 第2550地区 鈴木 宏 PDG 
「1905年2月23日の夕刻のお話」「わたしのロータリー」 

１ 

点  鐘 

開 催 日 

２８１５ Nｏ． 

 幹事報告  

会長の時間  



２ 

平和と紛争予防／紛争解決月間 

〇他クラブ例会変更 後方に掲示 

 

 

（嶋田（崇）R広報委員） 

ロータリーの友誌２月号 

☆横組み 

・Ｐ3 ジャームＲＩ会長メッセージ 

 「世界はますますロータリーを必要としています」 

   2／23はロータリー創立記念日である。ポールハリス

によって初のロータリークラブの例会がシカゴで開かれ

た日から今年は112年目で、この間世界は色々変遷し

てきたが、今なおロータリーは必要とされている。 

・Ｐ7～10 「合併…その後」 

 3つの事例が示されているので、要点を列挙する。 

 ①合併時には退会者も出て、(合併)担当委員長には大

変な苦労がある。 

 ②合併後のクラブ名 

   ※会員数、歴史が近似しているクラブ同士…新鮮な新

生クラブ名 

   ※会員数や歴史に差のあるクラブ同士…伝統あるビッ

グクラブ名(吸収合併) 

 ③留意点…合併前のそれぞれのクラブには歴史があり、

その歴史をお互い尊重し合うことが大切である。 

・Ｐ22～26 「日本のロータリーが100年を迎えるに当たっ

て」 

   1920年、日本に初めて東京ロータリークラブが創立し

た。そして今日に至るまでの間に日本のロータリーの

ターニングポイント、エポックメーキングになった出来事

は何かを座談会形式で語り合った。本論に入る前に、

東京ロータリークラブは2020年に創立100周年を迎える

が、この年には東京オリンピックも開催予定であり、非常

にタイムリーなシーンが期待できそうである。東京ロータ

リークラブについて少し触れておきたい。会員数332

名、例会は帝国ホテル、例会日は毎水曜日の12時30

分～13時30分。ちなみに昨日の卓話講師は、ｉＰＳ細胞

の山中伸弥教授でした。本論の方は、Ｐ22の黒田さん

の発言に集約されているのでご一読願いたい。 

☆縦組み 

・Ｐ4～8 「金子みすゞの詩より 与えて生きる喜び」(酒井大

岳氏) 

   「善きことをなす」とは、一方的に相手に親切をすると

いうことでもある。善きことをしても、その見返りを求めな

いということ、これが大事である。喜んでいる相手の喜

びを感じてもっと嬉しい、もっと大きなよろこびを感じ取

ることができる。これが「悦び」である。言わなくても実行

する人もいる。語らないで歩んでいく人で、一番えらい

人である。本文では4項目にわたって、与える心につい

て書かれているので、ご一読願いたい。 

 

 

 

＊情報研修委員会（應地委員長） 

①新しい有田ロータリークラブの定款・細則・内規の説明 

②ロータリーカレッジについて  

 日時：2月23日 (ロータリー設立記念日) 午後6時35分 

 場所：橘家 

 講演：①1905年2月23日の夕刻のお話 

     ②わたしのロータリー 

 講師：第2550地区パストガバナー 鈴木宏氏 

                       （宇都宮北ＲＣ） 

③後期ＩＤＭについて 

 日時：第1班：3月15日(水)午後6時30分～ 

     第2班：3月16日(木)午後6時30分～ 

 場所：橘家 

 未定:テーマ、リーダー、サブリーダー、班分け 

 

 

（嶋田(ひ)例会運営委員） 

本日の会員数２６名   

   （出席規定免除会員８名） 

出席会員数２１名  

  （出席規定免除会員７名） 

      ８４．００％ 

1/26   ８１．４８％    

MU：成川(守）君 

 

 

（上野山（捷）ＳＡＡ） 

松村君：岩本様、職業奉仕委員会様、本日のローテー

ションデーよろしくお願いします。成川守彦先生、江川

真史先生、保田中学校での職業紹介事業、楽しみに

しています。 

橋爪（誠）君：成川雅史委員長、岩本様、本日のローテー

ションデーよろしくお願いいたします。勉強させて頂き

ます。脇村社会青少年奉仕委員長、講師の江川様、

成川守彦様、ご苦労様です。よろしくお願いします。應

地情報研修委員長、よろしくお願いします。 

成川（雅）君：ローテーションデーよろしくお願いします。

箕嶋神社様で行います。 

岩橋君：岩本さん、神道のお話、楽しみにしています。 

嶋田（崇）君：岩本さん、今日は勉強させて頂きます。 

應地君：岩本さん、卓話を楽しみにしています。 

成川（守）君：岩本君、今日はお世話になります。 

脇村君：岩本さん、本日のローテーションデーよろしくお

願いします。 

橋本君：岩本さん、本日よろしくお願い致します。 

児島君：岩本さん、卓話楽しみです。 

井上君：昨日、東京へ行ってきました。最近スムーズに地

下鉄に乗れるようになりました。 

中元君：岩本さん、本日のローテーションデー、よろしく

お願いします。 

川口君：岩本様、本日「神道について」の講話、楽しみに

しています。 

橋爪（正）君：本日のローテーションデー、成川委員長、

岩本さん、御苦労さまです。 

酒井君：岩本さん、本日はどうぞよろしくお願いします。 

宮井君：岩本君、本日の卓話ご苦労さんです。楽しみに

しています。 

中村君：岩本さん、本日の卓話ご苦労様です。 

上野山（捷）君：岩本道弘さん、本日はお世話になりま

す。 

ロータリー友誌  

委員会報告 

出 席 報 告              

ニコニコ箱の報告 



南市等へも店舗を構え、漆器椀類等を販売し南九州ま

ではば広く商する商人でした。 

 田中家は代々、紀州藩とも結びつきがあり、善吉が39

才の明字帯刀を許されています。紀州藩では砂糖の製

造計画が起り、甘蔗苗を薩摩藩から取り入れるよう善吉

が命じられ、元文元年10月に甘蔗苗の栽培と製糖技術

を身につけて帰り寛保3年7月には白砂糖の精製に成功

して将軍家に献上されています。この時善吉は櫨にも関

心を持って、播種、栽培、製蝋などの方法を調査して良

い種を持ち帰り藩内に広めその恩恵を享けた人々が多く

藩内の経済を潤しました。櫨の木は有田郡内は勿論、海

草、日高地方に広がりました。翁が没して12年後に、有

田郡内の有志等が相談して安永8年に現有田川町奥の

大顔神社境内に田中神社として崇拝され、更に箕島の

築地神社境内に田中神社として祀られました。 

 明治27年に箕島の川端神社に奥の大顔神社より遷座

され、更に現在の箕嶋神社境内に遷座されお祀りされて

います。時間があれば明治神宮の御造営なども話したい

のですが、次の機会にしまして、神社参拝の心得などを

実演を交えていきたいと思います。 

 ＜参拝の心得＞ 

一、神社の入口、又は鳥居の所で会釈をしてから境内に 

  入り、参道の中心を避けて進みます。 

一、参拝時には不敬に当たらない服装を心掛けましょう。 

一、お賽銭は報恩感謝の真心を表すものです。 

一、神社は神聖は所ですので、くわえたばこや無駄口は 

  しないこと。 

 

３ 

平和と紛争予防／紛争解決月間 

閉会・点鐘 （松村会長） 

 

「神道について」 
会員 岩本 道弘 君 

  

 皆様方、本日はようこそ箕嶋神社へ。ローテーション

デーでは優良企業を訪問していますが、当神社は企業

ではありません。当クラブの職業分類では「神道」となっ

ております。本日は、神社参拝の心得について説明させ

ていただきますが、その前に、少しだけ話をさせていただ

きます。 

 神道は国家と共に発展し国家と運命を共にしつつ鍛え

られ、古来より受け継がれてきたものでありますが、昭和

20年12月15日付けて連合国軍司令部が日本国政府に

通達した「国家神道、神社神道ニ対スル政府ノ保証、支

援、保全、並ニ弘布ノ廃止ニ関スル件」と題する神道指

令は、伝統と理念を一挙に葬り去ろうとしたものでありまし

た。先人等の苦労と努力によって宗教法人として各神社

の存続が図られまして、今日に至っています。 

 ロータリークラブには四つのテストがありますが、神社奉

仕には「敬神生活の綱領」があります。 

 神道は天地悠久の大道であって、崇高なる精神を培い

太平を平くの基である。 

 神慮を畏み祖訓をつぎ、いよいよ道の精華を発揮し、

人類の福祉を増進するは、使命を達成する所以である。 

 ここにこの綱領をかかげて向かうところを明らかにし、実

践につとめて以て大道を宣掲することを期する。 

 一、神の恵みと祖先の恩とに感謝し、明き清きまことを 

    以て祭祀にいそしむこと 

 一、世のため人のために奉仕し、神のみこともちとして 

    世をつくり固め成すこと 

 一、大御心をいただきむつび和らぎ、国の隆昌と世界  

    の共存共栄を祈ること 

がございまして、神社奉仕に務めますと共に勉強中で

す。 

 ところで、当神社は水主大神を主祭神として、神々をお

祀りしていますが、境内には田中神社がございます。御

祭神は田中善吉孝設（ナリアツ）翁です。翁は元禄7年に

有田川町田口に生まれ、3才の時に親戚にあたる箕島の

田中家に入籍されました。田中家は廻船や資産家で海

ローテーションデー 

講師： 

社会福祉法人守皓

会  特 別 養 護 老 人

ホームありだ橘苑 

田川雄一事務次長

若林むつみ介護班

長 

箕嶋神社において 

～社会・青少年奉仕委員会～ 

保田中学校での職業紹介事業 
平成２９年２月９日（木） 

 

今回は介護施設での仕事と手袋製造業での仕事に

ついて、授業を行いました。 

 

講師： 

株式会社ユニワール

ド 

中井健志企画部長 


