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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 

2017-2018年度クラブ方針 

 ロータリーを知ろう 

       ～温故知新～    

いました。 

  ライズリー会長は、「サムさんは、多くの意味で特別な

存在でした。このようなかたちで亡くなられたことは、ロータ

リー、サムさんの地元地域、世界にとって大きな損失」であ

るとし、「現在、サムさんの人生を称えるための計画を立て

ており、計画が固まり次第、発表いたします」と述べまし

た。 

 ロータリーはオオリ氏を称え、記念基金を設立します。こ

の詳細は追ってお知らせします。    

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（RIからの通知） 

ロータリアンの皆さまへ 

 この度、カンパラ（ウガンダ）にて執り行われる故サム・オ

オリRI会長エレクトの葬儀の詳細についてご連絡させてい

ただきます。ウガンダ大統領のヨウェリ・ムセベニ氏の発表

により、オオリ氏の葬儀は国葬として執り行われます。 

 葬儀は7月25日（火）から開始されます。午前11:00から

午後2:00には一般参列者のための故人との対面時間が

設けられ、その後、オオリ氏を偲ぶための特別追悼議会が

行われます。 

 7月26日（水）には、全ロータリアンが故人を追悼するた

めの会が、午前9:15から午後2:00に「Lugogo Indoor Sta-

dium」で行われます。 

 7月27日（木）には、葬儀のセレモニーが午前9:00より

「St. Paul Cathedral,Namirembre」にて執り行われます。こ

の葬儀には、ディーン・ロースRI副会長がロータリー代表と

して出席します。 

 葬儀にご出席いただけない方も、お悔みをEメール

（sam.owori@rotary.org）または以下の宛先にお送りいただ

けます。宛先：Mrs. Norah Agnes Owori 

 住所： c/o Institute of Corporate Governance of Uganda 

(ICGU), Crusader House, Plot 3 Portal Avenue, Kampala, 

Uganda 

開 催 日 

THE ROTARY CLUB OF ARIDA 

 

前回の報告（第２８３７回例会） 

平成２９年７月２０日(木）  

（成川（守）会長） 

 

 

 米国時間の7月13日、国際ロータリー会長エレクトのサ

ム F. オオリ氏が、予定通りに受けた手術後の合併症によ

り、予期せぬかたちで逝去されました。ご冥福をお祈りし、

会員全員で黙祷を行いました。 

 ＜サム F. オオリ氏＞ 

 オオリ氏は38年間、カンパラ・ロータリークラブ（ウガン

ダ）の会員でした。 

昨年、会長に選出

された際、オオリ氏

は次のように語って

いま した。「相互の

責任とお互いを思

いやる心という潜在

的な価値観と中核

的な信条を土台と

するロータリーは、私の人生そのものとなりました。ロータ

リーを通じて誰かの生活をよりよくすることができ、大きな

満足感を覚えます」 

 第108代国際ロータリー会長としてのオオリ氏の任期は、

2018年7月1日に始まる予定でした。「優秀で、非常に勤

勉なロータリアンであったサムさんを忘れないでほしい」と

イアン・ライズリー会長は話します。「サムさんの逝去という

悲報に接し、奥様のノラさんやご家族、世界中にいる何百

万人ものサムさんの友人に祈りを捧げてください」 

 ロータリー会員に「変化をもたらすための熱い情熱」を見

出していたオオリ氏。その情熱と誇りを生かして、「すべて

のプロジェクトを平和と繁栄の原動力とすること」を望んで

  平成２９年７月２７日 第２８３８回 

・外部卓話：岩崎 順子 氏 
「ちょっと思い出してみませんか？日々の中で忘れているものを」 

・ソング：「日も風も星も」 

  平成２９年８月３日 第２８３９回 

・会員卓話：石垣 泰伸 君 

 「イニシエーション スピーチ」 

・ソング：「君が代」「我等の生業」 

１ 

点  鐘 

開催日 

２８３７ Nｏ． 

島 海碩 書 

黙 祷 



２ 

 

 ロータリー世界全体が深い悲しみに包まれています。

オオリ氏を偲び、その温かい人柄を称えつつ、心からご

冥福をお祈りいたします。 

  2017‐18年度国際ロータリー会長  イアン・ライズリー 

 

 

（上野山(捷）親睦活動委員長） 

会員誕生：上野山（栄）君 

配偶者誕生：なし 

結婚記念：なし 

 

 

（石垣（洋）例会運営委員） 

本日の会員数２９名 

（出席規定免除会員９名） 

出席会員数２７名 

（出席規定免除会員９名） 

       ９３．１０％ 

7/6      ９３．１０％ 

MU：なし 

 

（中元SAA） 

成川（守）君：委員会活動計画をよろしくお願いします。

前年度決算と今年度予算の承認、よろしくお願いしま

す。次回の外部卓話は岩崎順子様です。多くの皆様

の出席をお願いします。 

橋本君：各委員長様、委員会活動計画の発表をよろしく

お願い致します。 

岩本君：お陰様で四社の夏祭り、無事御奉仕を終えまし

た。 

児島君：橋爪（誠）君、先日はお世話になりました。 

木本君：初めてのニコニコ箱です。宜しくお願い致しま

す。 

嶋田（崇）君：梅雨が明けたようです。これから夏本番で

す。みなさん、ご自愛下さい！ 

松村君：梅雨があけ、とても暑いので献金します。 

井上君：長男が大学院へ行くそうです。 

川口君：本日の委員会活動計画発表、決算・予算審議、

よろしくお願い致します。また100％出席優秀者の皆さ

ま、おめでとうございます。 

橋爪（誠）君：各委員長様、活動計画発表、よろしくお願

いします。決算報告させて頂きます。よろしくお願いし

ます。 

江川君：先日の３連休で会社の配送センターの引っ越し

をしました。落ち着いたら少し休みたいです。 

上野山（栄）君：誕生日、ありがとうございます。橋爪前年

度幹事、決算おつかれさまです。 

中元君：委員会活動計画、予算・決算の審議、よろしくお

願いします。 

 

（成川（守）会長） 

  「徽章
き し ょ う

、襟章
えりしょう

、SAA、ニコニコ箱、ロータリーソング」 

 

●ロータリー会長エレクトが逝去 

 米国時間の7月13日、国際ロー

タリー会長エレクトのサム F. オオ

リ氏が、予定通りに受けた手術後

の合併症により、予期せぬかたち

で逝去されました。  （黙祷） 

オオリ氏は38年間、カンパラ・ロー

タリークラブ（ウガンダ）の会員でし

た。 

 昨年、会長に選出された際、オオリ氏は次のように語っ

ていました。「相互の責任とお互いを思いやる心という潜

在的な価値観と中核的な信条を土台とするロータリー

は、私の人生そのものとなりました。ロータリーを通じて誰

かの生活をよりよくすることができ、大きな満足感を覚えま

す」です。 

 

●ロータリー徽章（きしょう：Rotary Emblemエンブレム） 

Rlの公式徽章は、6本の輻（や）と24の輪歯及び一つの

楔穴のある歯車である。ロータリアンであることを示すた

めの徽章は、Rotary Emblemと言います。日本では、一

般にこれをバッジと言いますが、厳密には正しい名称で

はありません。紋章付の徽章は、ロータリー正会員、名誉

会員以外には使用が禁止され、商業広告等にもこの紋

章は使用できない。ロータリアンの希望による紋章入り商

品の製品には、Rlの許可が要ることになっている。 

 

●襟章(えりしょう：Lapel Button) Lapel（ラペル） 

洋服の襟につける、階級・所属・学年などを示す記

章。ロータリアンのつける襟章としては、 

(1) 主として例会の際に会員が胸につける氏名、職業分

類や会員種別を示す名札的な会員章、 

(2) 大会その他で胸につける参加資格を示す標識があり

ます。 

●会場監督(Sergeant at Arms)（SAA） 

守衛官（Sergeant at Arms）は、主にコモンロー（英米

法）の国の議会において、院内の秩序維持と施設の管理

を統括する高官に与えられる役職名である。 

sergeant＝軍曹、arms＝武装させる 

会場監督・ＳＡＡ・Sergeant at Arms は中世ヨーロッパ

の宮廷で、外国の賓実を招いたレセプションが開かれる

場合、その会場をとりしきる役職を模したもので、ロータ

会長の時間  

今月の誕生・結婚祝 

出 席 報 告              

ニコニコ箱の報告 

7月の誕生日 

  

 上野山(栄)君、

お誕生日おめで

とうございます。 

今年55才になりました。55才といえ

ばGo!Go! と、語呂合わせで更にパ

ワーアップの年となるよう、本年度

を見習い来年の準備をしてまいり

ます！     上野山栄作 



リーのあらゆる会合において、会場の秩序を保つための

最高の権限を持った役員です。 

 例会をはじめすべての会議（国際大会・国際協議会・

地区大会・地区研修・協議会など）が、楽しく、秩序正しく

運営されるよう、つねに心を配り、気品と風紀を守り、会

合がその使命を発揮できるように設営、監督する責任を

有する人。 
 

●ニコニコ箱(Smile Box) 

 ニコニコ箱の起源については、大阪説と東京説の双方

がありますが、大阪についてはその詳細が書かれた資料

を見たことがありませんので、東京が最初という前提でご

紹介いたします。（ロータリーの源流） 

1936 年 9 月 30 日、東京クラブの関 幸重が、玉川園

の孤児 300 名を招待するために、ありあわせの紙箱を回

して募金をしたのがその起源だと言われています。その

後、関が発起人となって毎例会に箱を回して、誕生、祝

いごと、慶事に何がしかの喜捨を求めて、この制度がニ

コニコ箱として定着しました。 

 ロータリー特有のもので、会員、家族、事業場等の慶び

事、お祝い事をニコニコしながら披露し、慶びを分かち合

い、また失敗したり、迷惑をかけたときもユーモアたっぷり

に苦笑し、例会を賑わせて親睦を増進し、集まったお金

は主として奉仕活動資金に使われる。 

アメリカを始め諸外国にはニコニコ箱に類するものとし

て Fine Box と Chest Box があります。Fine Box は罰金

箱で、欠席、早退とかのペ ナルティを集める制度であり、

Chest Box は目的を定めた募金箱ですから、目的を定め

ずに募金をする日本のニコニコ箱とは若干違います。   

奉仕活動をするための資金集めは、会員の了解を得

た上で目的を定めて、その目的のために帽子を回すの

が諸外国のやり方のようです。 

日本のニコニコ箱は、目的なしの募金活動であり、前

年度の実績の範囲内で予算化して、次年度の対社会的

奉仕活動の原資にするのが一般的です。しかし、ニコニ

コ会計を本会計に戻入することは好ましい方法ではあり

ません。ニコニコは、対社会的の奉仕活動のために集め

ている寄付金ですから、ロータリアンがその受益者になる

ことはできません。ニコニコを本会計に戻入することは、

その額の多少は別にして、ロータリアンが受益者になるこ

とを意味します。   

クラブの運営費、すなわち本会計は会員が平等に負

担して賄わなければなりません。会費負担の平等性が保

たれているからこそ、クラブ内における会員の平等性も保

たれるのです。ニコニコは対社会的活動に賛同する人が

任意に、金額もばらばらに拠出しているわけで、会員が

平等に拠出しているわけではありません。従ってこれを本

会計に流用することは、会費負担の平等性を崩すことに

もなるのです。本会計が不足ならば、取るべき方法は、

経費削減か会費値上げしかありません。  

目的別の募金を行う諸外国の方式と、目的を定めず

に、いろいろな機会を捉えて募金を行う日本の方式の何

れが良いかについては判断に悩むところです。 

●ロータリーソング(Rotary Song) 

ロータリー創立後、3年間シカゴロータリークラブでは

奉仕強調派と親睦派との間に激しい討論があり、クラブ

の崩壊寸前となったとき、印刷業のハリー・ラグルスが諸

君歌を唄おうではないかと提案したのが始まりと言われて

います。間もなく、ロータリーの例会で歌うことが習慣とな

りました。この習慣は米国の多くのクラブに普及し、今日

では、オーストラリア、日本、ナイジェリア、ニュージーラン

ド、カナダなど様々な国のロータリー例会のポピュラーな

親睦行事となっています。 

例会の始めに国歌を歌うクラブもある。しかし、ヨーロッ

パ、南米、アジアのロータリークラブの例会でロータリーソ

ングが歌われることは殆どありません。 

日本では、「われらの生業」「奉仕の理想」「それでこそ

ロータリー」「手に手つないで」などが歌われているがそ

の他、童謡、自クラブソングなどいろいろ趣向を凝らして

いるクラブも見受けられます。 

「ロータリーソングを歌わねばならない」ということはあり

ません。童謡でも、唱歌でも、歌謡曲でも、親睦が深まれ

ば良いのです。 

 

（橋本幹事） 

１．地区からの九州北部集中豪雨被害の義捐金募集の

件につき、本日持ち回りで臨時理事会を開催し、会員

への募集に加えてクラブからも募金を行うことが承認さ

れました。 

２．地区より会員数等報告書の提出のお願い。 

３．有田RAC有志OB懇談会の開催案内が来ています。 

  8月12日16：45～19：15 場所：橘家 会費5,000円 

４．紀文まつりに協賛金として1万円を寄付しました。 

５．桜木の手入れをお願いしている中谷清司さんがお亡

くなりになりました。19日にお通夜、20日に告別式が行

われました。成川会長が、通夜にお参りしました。

（ロータリー会長の名刺をお渡ししました。） 

 

 

 

＊前年度例会運営委員会 

            （橋爪（正）前年度例会運営委員長） 

＜100％皆出席優秀者＞ 

橋爪誠治、橋本拓也、松村秀一、中村吉伸、中元耕一

郎、應地正章、上野山栄作、脇村重徳 以上８名 
 

＜出席免除会員出席優秀者（60％以上の出席者）＞ 

岩本道弘、石垣洋介、岩橋行伸、児島良宗、成川守彦 

上野山英樹、上野山捷身、橋爪正芳  以上8名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

 

 幹事報告  

委員会報告 

橋爪（正）前年度例会運営委員長より、出席優秀

者の発表があり、松村直前会長より記念品が渡

されました。 



＊米山記念奨学会委員会（松村委員長） 

 本日、岩本道弘会員から特別寄付を頂きました。 

＊社会・青少年奉仕委員会（井上委員長） 

 九州北部集中豪雨被害への義捐金のお願い 

＊会員組織委員会（中村委員長） 

 本日、例会終了後、5Ｆ経済クラブにて新しい職業分類

について委員会を開催いたします。委員の皆様、橋本幹

事、上野山(英）クラブ奉仕委員長の御出席をお願い申し

上げます。 

＊親睦活動委員会（橋爪（誠）副委員長） 

 有田３クラブゴルフコンペの案内 

 

 

４ 

日程 ８月の例会プログラム 

８/３(木) 
会員卓話 石垣 泰伸 君 

「イニシエーション スピーチ」 

８/１０(木) 休 会 

８/１７(木) 
外部卓話 仁坂 吉伸 氏 

      （和歌山県知事） 

８/２４(木) 
外部卓話 小川 さだ 氏 
田辺市龍神村を愛する気持ちと龍神の宝

物を発掘する「龍神は～と」代表  

８/３１(木) 外部卓話：米山奨学生（未定） 

閉会・点鐘 （成川(守)会長） 

予算(案)審議 

委員会活動計画の発表 

本日発表されました、各委

員会の活動計画の内容につ

きましては、後日配布します

「クラブ概況」をご覧下さい。 

2016-2017年度の決算につ

いて、橋爪（誠）直前幹事兼

会計より決算報告がありまし

た。決算報告について、原

案通り、全員一致で可決され

ました。 

また、児島良宗、宮井清明

両会計監査による監査が平

成29年7月14日(金)に行われ

ま し た。決 算 内 容、各 帳 簿

等、適切であると認められて

います。 

本年度予算につい

て、橋本幹事兼会計

よ り 説 明 が あ り ま し

た。全員一致で原案

通り可決されました。 

８/１(火) 会員卓話 田甫 治 君 

８/８(火) 
外部卓話 于 姝婷 氏 

      （米山奨学生） 

８/１５(火) 休 会 

８/２２(火) 会員卓話 田井 伸幸 君 

８/２９(火) 
外部卓話：佐々木 公平 氏 

             （広八幡神社） 

有田南ロータリークラブ８月のプログラム 

決算報告 

８/２(水) 
外部卓話 坊岡 進 君 

   （有田南RC直前会長） 

８/９(水) 
クラブ協議会 

ガバナー補佐 大原裕君 

８/１６(水) 休 会 

８/２３(水) ガバナー公式訪問 

８/３０(水) 
外部卓話 和田啓次郎氏 

    （糸我小学校校長） 

有田２０００ロータリークラブ８月のプログラム 

嶋田(ひ)職業奉仕委員長  井上社会・青少年奉仕委員長 

成川(雅)国際奉仕委員長      酒井R財団委員長 

松村米山記念奨学会委員長 


