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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～    

ようこそお出で下さいました。卓話、楽しみにしていま

す。 

嶋田(ひ)君：二神典子様、ようこそお越しくださいました。

お話、楽しみにしております。 

上野山(英)君：二神様、本日卓話よろしくお願いします。

昨夜は大変勉強になりました。 

江川君：二神様、卓話よろしくお願いいたします。 

石垣(洋）君：二神様、ようこそ有田ＲＣへ。卓話楽しみにし

ています。 

橋爪(誠)君：二神様、本日の卓話よろしくお願いいたしま

す。昨夜のパブリック・リレイションズの定義についてす

ごく勉強になりました。「言葉は大切ですね！！」 

嶋田(崇)君：二神典子様、昨日の歓迎会お疲れ様でした。

本日、卓話を宜しくお願いします。 

井上君：二神様、昨夜はありがとうございました。会長、貴

重なお話を聞く機会を与えて下さりありがとうございまし

た。 

脇村君：二神典子さん、ようこそお越しくださいました。卓

話、楽しみにしています。 

宮井君：二神典子様、本日の卓話ご苦労さんです。楽し

みにしています。 

成川(雅)君：ひと夜、いっぱいありがとうございました。 

松村君：二神典子様、卓話楽しみにしています。 

児島君：二神典子先生、本日のお話楽しみです。成川会

長、先日はお世話になりました。 

中元君：二神典子様、本日の卓話よろしくお願い致しま

す。 

 

 

（嶋田（ひ）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２３名 

開 催 日 

THE ROTARY CLUB OF ARIDA 

 

前回の報告（第２８４4回例会） 

平成２９年９月１４日(木）  

（成川（守）会長） 

 

（上野山（捷）親睦活動委員長） 

ゲスト：二神 典子 様、和歌山特報社様 

米山奨学生：董 涛 君 

 

 

 

（中元SAA） 

成川(守)君：二神様、ようこそ有田ＲＣへ。脇村君の卓話

がロータリーの友９月号の「卓話の泉」に載りました。お

めでとうございます。昨夜の二神様との懇談会にご出

席の皆様、ありがとうございました。 

橋本君：二神典子様、ようこそ有田ＲＣへ。本日の卓話、

よろしくお願い致します。 

橋爪(正)君：二神様、遠路わざわざお越し下さいましてあ

りがとうございます。昨晩は有意義な時間を過ごさせて

頂きました。 

上野山(捷)君：二神典子様、遠いところ有田ロータリーへ

  平成２９年９月２１日 第２８４５回 

・外部卓話：栗生 千佳 氏 (藤並学童クラブ代表) 

     「今、小学生が抱える問題」 

・ソング：「四つのテスト」 

  平成２９年９月２８日 第２８４６回 

・ガバナー公式訪問 

 ガバナーアドレス 岡本 浩 ガバナー 

・ソング：「君が代」「It’s a small world」 

１ 

点  鐘 

開催日 

２８４４Nｏ． 

島 海碩 書 

ゲストの紹介 

出 席 報 告              

ニコニコ箱の報告 

米山奨学金授与 

担当：嶋田（崇）委員 

 

 ９月分の米山

奨 学 金 が 成 川

（守）会 長 か ら、

董涛君へ授与さ

れました。 

 



２ 

基本的教育と識字率向上月間 

 （出席規定免除会員８名） 

       ８２．１４％ 

8/31     ８５．１９％ 

MU：丸山君 

  

 

(成川(守)会長） 

 昨夜は、二神様との懇談会にご出席いただいた皆様、

ありがとうございました。お陰様で、午後6時半から9時半

まで、ロータリー全般から、友について、国際大会、規定

審議会、地区大会等、大変内容の濃い懇談会になりまし

た。 

 

●「ロータリーって何？」の優秀作の表彰 

 8月31日、皆様に「貴方の考えるロータリーを短く表現し

てください。」とお願いし、9月7日に提出していただきまし

た。残念ながら、10人の応募しかございませんでした。

（締め切り後、二人が提出し、計12名） 

 その中から、二神様に選考をお願いし、優秀作を3点選

んでいただきました。これから、その三人の方に、表彰状

と賞品を渡させていただきます。二神様、よろしくお願い

します。 

①児島 良宗 君 

「自己の職業を通して、奉仕と援助をする集団 

        （今、自分でできる事からボツボツと）」 

②松村 秀一 君 

「自らの職業を磨き、地域社会をより明るくするために

日々努力する会員の集まりです。そのクラブが世界中に

あり、最終的によりよい平和な世界を目指す団体です」 

③橋爪 誠治 君 

「人との繋がりから、絆に変える力、ロータリー 

    人との繋がりを、絆に変える力、ロータリー」 

応募された皆様にも、参加賞がございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 さて、皆様、毎月「ロータリーの友」を読んでいますが、

この本の値段は、いくらですか？ご存知の方？・・・200円

ですね。高いですか？安いですか？ 

 私は、安いと思います。情報がいっぱい載っていて、隅

から隅まで読みますから。 

●ロータリーの友(The Rotary-NO-TOMO) 

 1952年(昭和27)年4月、第60地区の大会が開催され、

新年度から日本の地区は東日本と西日本の二つに分割

が決定。この地区大会では、日本の2地区で共通の雑誌

を発行することが決定した。 

 「ロータリーの友」は、これまで共に活動をしてきた日本

のロータリアンが、分割されてからも緊密に連絡を取り合

い、情報を共有するための機関誌として企画されたもの

である。 

 現在、RIよりロ一タリー地域雑誌に指定され、ロータリー

クラブ会員は購読義務がある。国内の活動、RIの活動や

方針の紹介を中心に、会員同士の意見交換、地区大会

の後援や卓話の要旨などを掲載している。 

 2013年の規定審議会の結果、RIが指定した地域雑誌

を各会員は、郵送で送られる印刷版か、インターネットを

通じた電子版のいずれかの選択肢を選べるものとなっ

た。日本では、2014年1月よりロータリーの友電子版が開

始された。雑誌の購入は、会員の義務である。 

 

●MY ROTARYの登録 

 メールアドレスを持たれている会員各位に、お願いがあ

ります。（配布資料を参照） 

 2013－14中村会長年度から、RIは、「MY ROTARY」、

「ロータリークラブ・セントラル」の登録を推進しています。

次年度国際ロータリー バリー・ラシン会長は、「デジタル

ツールの活用」に力を入れたいと考えています。このウェ

ブサイトは、会員個人が登録することにより、皆さまからの

意見をRIに反映させたり、探している情報をより簡単に見

つけることができたりと、ロータリー業務を効率的に行うこ

とが可能となります。RIの方針では、「My Rotary」への会

員登録数を各クラブにおいて50％を掲げています。当地

区の樫畑DGEも、下記のように切望されています。 

 

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

お話ししたMy Rotaryの件ですが、お願いしにくい事で

はありますが、成川先生が会長であるという事で、有田ク

ラブでの登録の推進を頂けませんでしょうか。ちなみに、

当クラブでは、開始日から本日まで、2週間で６０％を突

破しました。 樫畑直尚 

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

 

 当クラブは、8月と9月の理事会で協議し、これを推進し

ていくことになりました。つきましては、登録をお願いいた

します。 

①ご自分で登録された方は、事務局、又は、会長・幹事

までメールにて連絡してください。 

②ご自分で登録できない方は、事務局で登録しますの

で、その旨申し出てください。 

 

 

会長の時間  

受賞された皆様。（左から）

橋爪（誠）君、児島君、松村

君です。おめでとうございま

す☆ 



 

（橋本幹事） 

１．第3回定例理事会（9/7）の報告 

  審議事項・・・以下の議案の審議が行われすべての案

件が承認されました。 

 ①９、１０月の例会プログラム（例会運営委員会） 

 ②８月試算表（会計） 

 ③ロータリーデー：米山奨学生イベント会計整理（米山

記念奨学委員会） 

 ④ロータリーデーを「意義ある業績賞」に応募（成川会

長） 

 ⑤月見例会（案）（親睦活動委員会）10/5 於）橘家 

 ⑥ミャンマー国際奉仕事業について（国際奉仕委員

会）11/22～26 

 ⑦1名の会員入会の審議（会員組織委員会） 

 ⑧前期IDMの実施計画（情報・研修委員会）10/12、13 

 ⑨地区大会で紹介する有田RCの自慢のクラブ活動  

  （社会青少年奉仕委員会）有田川クリーン作戦を紹介

する 

 ⑩「My Rotaryへの登録」（成川会長）・・・皆さん登録お

願いします 

 ⑪新会員の委員会所属（会長・幹事） 

  児嶋さん：親睦活動委員会、社会青少年奉仕委員会 

  菅原さん：親睦活動委員会、ロータリー広報委員会 

 ⑫9/21クラブ協議会（会長・幹事）・・・委員会委員長が

活動計画を説明する 

 ⑬9/28ガバナー公式訪問（会長・幹事）・・・式次第の

確認 

 ⑭地区大会表彰者の申請（会長・幹事） 

   20年連続出席：應地さん 

   80歳以上の会員：宮井さん、児島さん 

 ⑮経済クラブでの飲食について（会長） 

２．9月21日例会終了後、ガバナー補佐をお招きして、ク

ラブ協議会を開催します。各委員長から活動計画を説

明して頂きます。皆様参加されるようお願いします。 

３．2016-2017年度国際ロータリー第2640地区会計報告

の件が届いています。地区大会選挙人会議にて討

議・採択される予定の案件、10月理事会で審議しま

す。 

４．8/31開催のロータリーデーの記事が有田タイムスと特

報に記載されています。 

５．“ハイライトよねやま”が届いています。 

６．田辺RCから週報が届いています。 

７．地区より、「新入会員研修会」の連絡が来ています。

入会3年未満の会員が対象です。脇村情報研修委員

長に調整をお願いしました。 

 

 

 

（嶋田（崇）Ｒ広報委員） 

ロータリーの友誌９月号 

○横組み 

＊P3 RI会長メッセージ 

 〈誰もが楽しめるトロント〉 

 ロータリー国際大会の最大の魅力は、参加者の多様性

３ 

基本的教育と識字率向上月間 

 幹事報告  

 卓 話 

ロータリー友誌  

委員会報告 

にあります。12/15までの早期登録が割安でお勧め。 

 今後の国際大会開催都市 

 2019 ハンブルグ(ドイツ)、2020 ホノルル(アメリカ) 

 2021 台北(台湾) 

＊P10～11 ロータリーの友Q＆A 

 〈Q4.Q5.Q7〉 

  どちらが本当の表紙ということはない。RIの地域雑誌

という意味で横組み、日本のロータリアンのコミュニ

ケーションの場として縦組み。RI指定記事は世界中の

ロータリアンの共通認識の記事で、必ず読んで頂きた

い。記事のタイトルにRIのロゴマークが付与されてい

る。 
 

○縦組み 

＊P19 卓話の泉 

 〈リスクマネジメント〉脇村重徳 

  過去、自クラブで行った卓話内容の要旨が掲載され

ている。多方面より賞賛されている。 

 

 

＊SAA（中元ＳＡＡ） 

 9/21(木）の例会は委員会別指定座席とさせて頂きま

す。 

 

＊国際奉仕委員会（中元委員） 

 平成29年11月22日（水）～11月26日（日）まで、ミャン

マーで国際奉仕事業を行います。多くの会員の方にぜ

ひご参加くださいますようよろしくお願い致します。 

 

＊情報・研修委員会（脇村委員長） 

 10月12日（木）、13日（金）、2017-18年度前期ＩＤＭを

開催しますので、ご出席よろしくお願いします。 

 

＊親睦活動委員会（橋爪（誠）副委員長） 

 ①9/23（土・祝）有田3クラブ合同ゴルフコンペ組み合わ 

せ表の配布。 

 ②10/5（木） 月見夜間例会の開催案内の配布。 

 

 

 

「ロータリーと私」 

 私は、主婦の方たちが無関心だが、一番かかわりのあ

る国際情勢を紹介する番組を制作したいと思い、大学で

 

前  ロ ー タ リ ー の 友  

編集長 

 

二神 典子 様 
    （東京築地ＲＣ） 



国際関係を学びました。しかし、就職活動は思うようにい

かず、1年半の今で言うフリーター期間を経て、見つけた

のが『ロータリーの友』の編集の仕事でした。 

『ロータリーの友』で数年働いて、私が大学で勉強した

ことは、政治家や国と国の問題でしかなかったということ

がわかりました。一方、ロータリーでは、世界中の貧しい

人たちの現状やそれを支援する人々のことを知ることが

できました。 

実際に皆さまの活動を制限するような規則はそれほど

多くはありません。皆さまが「してはいけない」と思われて

いることの多くが、規則ではなく慣習です。ロータリーの

土台をしっかりと学んだうえで、会員が議論して、残すも

のは残しつつ、時代を一歩先取りする変化をしていって

いただきたいと思います。 

 私は、編集長になって初めて出席したロータリー雑誌

のセミナーで、国際ロータリー（ＲＩ）の世界では、ほかの

人たちと違っていても、自分の意見をしっかりと表明する

ことが大切だということを学びました。規定やＲＩ方針が気

に入らなかった場合、日本のほとんどの方が直接ＲＩに意

見表明されることはありません。しかし、それがたとえ少数

意見であっても、ＲＩにきちんと表明すべきだと考えていま

す。 

 ある時、私は一人のトルコ人ロータリアンと知り合いまし

た。その方の襟の徽章を見て、声をかけたのがきっかけ

でしたが、そのことで以前にご縁のあった当時のＲＩ理

事、渡辺好政さんとその方が再会できたり、その方の奥さ

まに国際大会でのトルコ語のスピーチの翻訳をしていた

だいたり、また、東日本大震災の折にトルコのロータリア

ンの支援のお手伝いをさせていただいたり、多くのエピ

ソードが生まれました。このご縁は、このトルコ人ロータリ

アンが襟にロータリーの徽章を着けていたからこそ生ま

れたご縁です。「人と人をつなぐ」という、ロータリーの素

晴らしい機会を享受するため、皆さまには、いつもロータ

リーの徽章を着けていただきたいと思います。 

 

 

基本的教育と識字率向上月間 

４ 

閉会・点鐘 （成川(守)会長） 

 

～二神典子様との懇親会～ 
 二神典子さんを囲んでの懇親会が、卓話前日の９月１３日（水）橘家さんで行われました。 

国際大会や国際協議会に何度も参加されたことのある二神さんから、ここでしか聞けないような

いろんなお話をうかがうことができました。 


