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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～    

児島君：岩崎先生、遠方よりご苦労さまです。お話楽しみ

です。 

上野山（栄）君：岩崎様、ようこそ有田RCへお越し下さいま

した。今日も順子さんのお話を楽しみに聞かせていただ

きます。 

川口君：岩崎順子様、本日の卓話、宜しくお願い致しま

す。勉強させて頂きます。 

上野山（捷）君：岩崎順子様、本日の卓話楽しみにしてい

ます。 

中元君：岩崎順子様、本日の卓話よろしくお願い致しま

す。 

 

 

（橋爪（正）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２６名 

（出席規定免除会員９名） 

       ８９．６６％ 

7/13     ９６．５５％ 

MU：なし 

 

 

（成川（守）会長） 

 「クラブの機能の喪失、会長の資格条件と任務、 

       会長エレクトの任務、幹事の任務」 
 

 先週、今年度初めての会員誕生のお祝いを催しました。

今年度は、会員誕生と結婚記念には、プリザーブドフラ

ワーをお送りいたします。そして、誕生日と結婚記念日を

迎えられた感想を、一言述べていただきたいと思います。

当日は、このようなカードをお渡しいたしますので、よろしく

お願い申し上げます。配偶者のお誕生祝いには、これま

開 催 日 
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前回の報告（第２８３８回例会） 

平成２９年７月２７日(木）  

（成川（守）会長） 

 

 

（上野山（捷）親睦活動委員長） 

ゲスト：岩崎 順子 様 

ビジター：垣内欣久君（有田南ＲＣ会長）、中善隆君（有田 

南ＲＣ幹事）、和歌山特報社 桝井美重子社長、成戸晃

子様 

 

（中元SAA） 

成川（守）君：RI会長エレクト サム・オオリ氏に追悼の意を

奉げます。岩崎順子様、暑い中、ようこそ有田RCへお

越し下さいました。ありがとうございます。 

橋本君：岩崎順子様、本日はようこそ有田RCへお越しく

ださいました。卓話よろしくお願い致します。 

橋爪（誠）君：岩崎順子様、有田RCへお越し頂きありがと

うございます。本日の卓話、よろしくお願いいたします。

勉強させて頂きます。 

井上君：卓話、楽しみです。 

酒井君：岩崎順子様、本日は卓話にお越しいただきあり

がとうございます。 

嶋田（崇）君：岩崎様、本日の卓話を宜しくお願いします。 

松村君：あきまへん わすれてしもたら  おもいださん  

岩崎順子様、卓話楽しみにしています。 

宮井君：岩崎順子様、本日の卓話ご苦労さんです。楽し

みにしています。 

橋爪（正）君：岩崎様、多用な中、わざわざお越し下さいま

してありがとうございます。 

石垣（洋）君：岩崎様、御多用の中、有田RCへお越し頂き

ありがとうございます。 

  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」 

  平成２９年８月１７日 第２８４０回 

・外部卓話：仁坂 吉伸 様 

        （和歌山県知事） 

・ソング：「It’a small world」 
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で同様、ご自宅へ「お花」を

送ります。毎月第一例会にお

祝いをしたいと思います。 

 

 尚、RI会長エレクトの訃報を

お知らせしましたが、今日の

会報に掲載のように、RIから

葬儀の詳細について連絡が

来ましたので、26日私から弔

電を送りました。 

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

Our  Condolences  (The  Rotary  Club  of  Arida,  Dis-

trict2640 Japan) 

 

Dear Mrs. Norah Agnes Owori: 

 

 No one can prepare you for a loss; it comes like a swift 

wind.However, take comfort in knowing that your hus-

band is now resting in the arms of our Lord. Our deep-

est condolences to you and your family. In deepest 

sympathy, 

 

The Rotary club of Arida, Japan 

President Morihiko Narukawa and all of the members 

 

 （訳）親愛なるオオリ夫人 

このような突然の別れは誰にも想像できません。まるで疾

風のようでした。今、ご主人の御霊は神の腕の中で休ま

れています。そのことがご家族の癒しとなることでしょう。 

ご夫人とご家族に心から哀悼の意を捧げます。慎んでお

悔やみ申し上げます。 

有田ロータリークラブ（日本） 

会長 成川 守彦、会員一同 

 

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

27日RI会長からの返信： 

 On behalf of Mrs. Norah Owori and the Owori family, 

thank you for your kind message of condolences.  We 

will be sharing your message with the Owori family in a 

notebook weare preparing for Norah, so they may find 

comfort in what Sam meant to the Family of Rotary in 

the difficult time ahead. 

 

 （訳）心のこもった哀悼の意をお送り下さり、オオリ夫人

とご家族に代わり感謝申し上げます。我々はこのメッセー

ジをオオリ夫人とご家族のために準備しているノートに纏

めお渡しする予定です。サム氏を失った我々ロータリー

が直面する困難は計り知れません。故人がロータリーに

とってどれだけ重要で素晴らしい人物であったかを我々

のメッセージから思い出し、ご家族を癒すことができれば

と思います。 

 

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

 さて、今日は、外部卓話ですから会長の時間は短くし

たいと思います。 

2.010.1. 機能の喪失 Failure to Function  

RI細則に従い、RI理事会は、当組織のすべての加盟

クラブが確実に機能しているよう配慮する責任があり、機

能しているクラブを次のように定義する  

1. 国際ロータリーに人頭分担金を納めていること  

2. RI 組織規定文書に沿って定期的に会合を開くこと  

3. その会員がロータリー・ワールド・マガジン・プレスの雑

誌を購読していること  

4. 地元や他国の地域社会のニーズに取り組む奉仕プロ

ジェクトを実施すること  

5. ガバナー、ガバナー補佐、または国際ロータリー役員

の訪問を受け入れること  

6. 本章典 72.050.の規定する通り、適切な一般責任保険

そして理事および役員／雇用慣行賠償責任保険に加

入していること  

7. RI定款、RI細則、そしてロータリー章典に矛盾しない

方法で行動すること 

8. 他からの援助なしに国際ロータリーの会費および地区

会費を支払う  

9. 正確な会員リストを適時に事務総長に提供すること。

少なくとも、クラブは、会員身分の変更につき事務総長

に7月1日および1月1日必着で報告を行うものとする  

10.クラブ内部の論争を友好的な方法で解決する  

11.地区との協力的な関係を維持する  

12.RI定款・RI細則等に定める救済措置を尽くす前に、国

際ロータリー、ロータリー財団、RI職員、協力財団およ

び国際ロータリーの各国際事務局に対する訴訟を提

起もしくは維持しないようにRIに協力すること。さらにま

たクラブ会員が当該訴訟を提起もしくは維持しないよう 

にRIに協力すること  

13. RI細則に明記されている、選挙審査手続きに従い、

そして実施すること  
  

各ガバナーは、上記の基準に基づき、機能を喪失して

いる地区内のクラブを特定する。ロータリーのシニアリー

ダーもまた、観察によってクラブが機能を喪失しているこ

とに気づいた場合には、それを報告するよう奨励されて

いる。（2016年9月理事会会合、決定28号） 
 

10.020. クラブ会長の資格条件  Qualifications of the 

Club President  

 標準ロータリークラブ定款に記載されている資格（クラ

ブ会長の候補者は、指名に先立つ少なくとも1年間、本ク

ラブの会員であるものとする。ただし、1年未満であって

も、当該会員の奉仕がこの要件の趣旨を満たしていると 

地区ガバナーが判断した場合は例外となる）に加え、クラ

ブ会長は、以下の資格を持つべ きである：  

1. 指導者としての技能を備えていること  

2. クラブの活動を指導し、実施する十分な時間を割くこと

ができること  

3. 理事あるいは１つないし複数の主要な委員会の委員

長か委員、もしくはクラブ幹事を務めたことがあること  

4. クラブの定款と細則に関して実際的な知識を有するこ

と 

5. 1回以上の地区大会と国際大会に出席したことがある

こと             (ロータリー章典10.020.) 



  10.030. クラブ会長の任務 Duties of Club President  

クラブ会長には以下の任務がある：  

1. クラブの諸会合の議長を務める  

2. 各例会を入念に立案し、開会と閉会の時間を厳守す

るよう配慮する  

3. クラブ理事会の定例会合（少なくとも月に1回）の議長

を務める  

4. 任務にふさわしい人をクラブ委員会委員長および委

員に任命する  

5. 各委員会がそれぞれ明確な目標を持ち、それぞれの

働きが調和するようにする  

6. 地区大会に出席する  

7. クラブ内および地区内のロータリーの諸問題に関して

ガバナーおよびガバナー補佐と協力する  

8. 例年の財務調査はもちろん、クラブ予算の編成および

会計事務の完全な履行を監督する  

9. クラブが包括的な研修プログラムを実施するよう確認

し、必要であれば、研修を行うクラブ研修リーダーを任

命してもよい  

10. ガバナー月信、その他事務局とガバナーからの通

信、刊行物などから得られる重要な情報が確実にクラ

ブ会員に伝達されるよう確認する  

11. 毎年6月に、クラブの財政状態および当該年度のクラ

ブの目標達成状況について、総括的な報告をクラブ

に提出する  

12. 任期が終わる前に、会長エレクトと協力して、すべて

の重要記録、文書、財務事項を含め、任務の引継ぎ

が円滑に行われるようにする  

13. 新たな管理体制が成功し、管理運営の継続性を保

つため、クラブの新旧理事の合同会合を開催する 

 

10.040. クラブ会長エレクトの任務 Duties of Club Presi-

dent-elect 

  10.040.1. クラブ委員会の任命 Appointments for Club 

Committees クラブ会長エレクトは、3月31日までにクラ

ブ委員会委員長をすべて任命するものとする。  

  10.040.2. クラブによる年次基金の目標設定 Annual 

Fund Goal-Setting by Clubs クラブ会長エレクトは、自

らが会長となる年度に実施する年次基金目標につい

て監督する。   

  10.050. クラブ幹事の任務 Duties of Club Secretary  

クラブ定款および細則に定められる他の義務に加え、

クラブ幹事は、適時に会員身分につき国際ロータリー

に報告する責務を負う。 

   クラブ幹事は、次のロータリー年度に就任予定のク

ラブ役員につき、2月1日までに国際ロータリーに報告

するものとする。  

 

 

（橋本幹事） 

１．前回の例会で監査報告の紹介を忘れましたので、本

日、「監査報告書」を皆様に配布いたしました。 

２．董涛くんが、8/23～27中国重慶市に一時帰国しま

す。そのための奨学生出国届申請をＷＥＢ上で申請し

ました。 

３．「世界米山学友による感謝in熊本」の案内が届いてい

ます。8月26日（土）ＡＮＡクラウンプラザホテル熊本 式

典＆懇親会：17：00～21：00 会費（ロータリアン1万円) 

４．8月のロータリーレートは7月と同じ111円との報告があ

りました。 

５．他クラブから例会変更のお知らせが届いています。白

板に掲示 

６．他クラブの週報が届いています。白板に掲示 

７．今月の「The Rotarian誌」が届いています。回覧しま

す。 

８．8月3日定例理事会を開催します。報告事項、協議事

項があれば、今週中に幹事まで報告してください。 

  

 

   「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」 
 

                                                               岩崎 順子 様              
 

 有田ロータリークラブの

皆様とご縁をいただき感謝

しています。 

 戦争を体験していない

私が戦争のことをお話する

のは、あまりにも申し訳な

いと思っていました。ある

年の紅白歌合戦で、沖縄

の若い人達が島のおじい

やおばあ（沖縄ではおじ

いちゃんのことをおじい、おばちゃんのことをおばあと呼

びます）から聴いたことを歌にして平和を伝えている姿を

見て心のどこかが動きました。自分に出来る方法で、伝

え さ せ て も ら え る こ と が 出 来 た ら と 思 い ま し た。 

 亡くなった夫の父（北海道小樽市）は、若い頃、沖縄

地上戦を体験しています。義父の写真を持って、父がも

う一度行きたかった沖縄に私は一人で行くことになりまし

た。 

 ひめゆりの塔で元ひめゆり学徒の女性から直接、体験

を聴かせていただくことが出来ました。柔らかい雰囲気を

醸し出しているご高齢の女性。スーツに、真珠のネックレ

ス、その姿は凛となさっていました。ガマの中での兵隊さ

んの様子を聴かせていただき胸が締め付けられるような

気持ちになりました。動けなくなった兵隊さんがポケットか

らご家族の写真を出して見せてくれたこと。兵隊さん達が

亡くなる前に言った言葉が、「お母さん」だったこと。体験

をされた方のお言葉は、深く重みがありました。 

 先が見えない悲しみの中から立ち上がっていくことが

出来るのは、誰かが足元を支えてくれるから、誰かが辛

い心に寄り添ってくれるから。人はお互いに支え合って

いるのだと思います。長い時を経て、ひめゆりの塔には

色とりどりの花が咲いていました。足元を支えてくれてい

る沢山のいのちに感謝します。 
 

 

 

３ 

 

閉会・点鐘 （成川(守)会長） 

 幹事報告  

 卓 話 


