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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～    

参加者：嶋田崇(団長)､松村秀一､上野山栄作､橋爪誠治 

     中元耕一郎 

 

＜嶋田 崇 団長より挨拶＞ 

 皆様､こんにちは。この度､私たち5名は国際奉仕事業＝

ミャンマーにおける有機肥料を使った職業訓練事業に参

加することになり､来週の11/22(水)～11/26(日)まで行って

参ります｡ 

 事業の内容については先週中元先生から詳しくお話頂

きましたので､省略致しますが､この事業を通して日本とミャ

ンマーの国際親善､国際交流に少しでもお役に立ちたいと

私たちは思っています｡参加者５名とも行ったことのない未

知の国で､文化の違いなど多少心配な部分はありますが､

奉仕作業を楽しむぐらいの強い気持ちをもって臨みたいと

思います｡ 

 また､今回の私たちの渡航に際し､成川会長はじめ会員

の皆様方からたくさんの支援金を賜り厚く御礼申し上げま

す｡皆様方の期待に応えられるよう､ひとりひとりが全力投

球で頑張って参ります！帰ってきましたら､またご報告させ

て頂きます｡ 

 最後になりましたが､本日はこのような場をお作り下さり心

より感謝申し上げご挨拶と致します｡有難うございました｡ 

開 催 日 

THE ROTARY CLUB OF ARIDA 

 

前回の報告（第２８５１回例会） 

平成２９年１１月１６日(木）  

（成川（守）会長） 

 

 

   2017～2018年度有田ロータリークラブ国際奉仕事業

(ミャンマーにおける有機肥料を使った職業訓練事業) 結

団式が行われました。 

  平成２９年１１月３０日 第２８５２回 

・外部卓話：永田 雄治 氏 (陸前高田RC) 

 「インド・ポリオワクチン投与活動の現場は」 

・ソング：「四つのテスト」 

  平成２９年１２月７日 第２８５３回 

・会員卓話：中村 吉伸 君 

  「フレイル」 

・ソング：「君が代」「我らの生業」 

１ 

点  鐘 

開催日 

２８５１ Nｏ． 

米山功労者表彰 

島 海碩 書 担当：成川(雅)委員 

 米山記念奨学会

より感謝状が届き

ましたので、松村

米山記念奨学会

委員長より、それ

ぞれ授与されまし

た。 

ミャンマー国際奉仕事業 結団式 

   橋本 拓也 君   第１回米山功労者 

   成川 守彦 君   第10回米山功労者 
 

 功労者への感謝状と第10回功労者メジャードナーの

成川（守）君にはピンバッジ（ルビー）が贈られました。。 



２ 

ロータリー財団月間 

<成川（守）会長より激励の言葉＞ 

 今年度、中元国際奉仕委員が中心になり、「ミャンマー

における有機肥料を使った職業訓練事業」を実施してい

ただくことになりました。嶋田（崇）団長をはじめ5名の方

が22日に出発し26日に帰国されます。ご苦労様です。次

年度のクラブ創立60周年に繋がればよいと思います。事

業を実施され、無事帰国されますことを祈念申し上げま

す。 

 事業費用として地区補助金とクラブからの支援金（計30

万円）と11月9日のニコニコ箱（53000円）、クラブバナー、

私からのヤンゴンＲＣ会員の皆様へのお土産を託しま

す。よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中元ＳＡＡ） 

成川（守）君：ミャンマー国際奉仕事業に参加される皆

様、ありがとうございます。児島良宗君、卓話楽しみで

す。児嶋正人君、納税協会表彰おめでとうございま

す。 

橋本君：児島さん、本日の卓話よろしくお願い致します。 

門谷知子様（成川（守）会長同級生）：ロータリーデーの

記事を読んでご寄付をいただきました。「初島神社様

のトイレットペーパー代の足しにお使い下さい」とのこと

です。 

上野山（捷）君：児島良宗様、本日の卓話ご苦労さまで

す。 

橋爪（正）君：児島さん、卓話楽しみです。 

岩橋君：児島さん、卓話楽しみにしています。 

橋爪（誠）君：児島良宗様、本日の卓話、楽しみにしてお

りました。勉強させて頂きます。 

上野山（英）君：児島さん、やっと卓話の時間が回ってき

ましたね。ご苦労様です。 

児島君：拙い卓話でお耳を汚します。 

嶋田（崇）君：ミャンマーへ元気に行ってきます。児島さ

ん、卓話ご苦労さまです。 

井上君：児島さん、本日の卓話楽しみにしていました。 

酒井君：児島さん、本日の卓話よろしくお願い致します。 

宮井君：児島君、本日の卓話ご苦労さんです。楽しみに

しています。 

中村君：児島さん、本日の卓話、楽しみにしております。

本日、予防接種のため指名委員会を欠席します。 

應地君：児島さん、卓話を楽しみにしています。 

嶋田（ひ）君：児島様、卓話楽しみにしています。ミャン

マーに行って下さる皆様、宜しくお願いします。 

松村君：児島さんのお話、拝聴させていただきます。 

中元君：ミャンマー国際奉仕事業へのみなさまの御支援

ありがとうございます。 

 

（橋爪(正)例会運営委員） 

本日の会員数３２名 

 （出席規定免除会員９名） 

出席会員数２２名 

 （出席規定免除会員８名） 

       ７０．９７％ 

10/26     ８７．５０％ 

MU：なし 

 

 

（成川（守）会長） 

 

「ロータリー財団月間、大口寄付者、 

           アーチ・クランフ・ソサエティ」 
 

 11月は「ロータリー財団月間」

です。先週は、酒井ロータリー

財団委員長から「ロータリー財

団」について、ショート卓話をし

ていただきました。今日は、ロー

タリー財団のビデオ「ロータリー

財団」（4分30秒）」を観ていただ

きます。VIDEO 

皆様のお手元に配布している

資料は、ロータリー情報ハンド

ブック「ロータリー財団」からの抜粋です。時間のある時に

お読みください。 

 ロータリー財団は、寄付によって奉仕活動が出来ます

から、皆様から多くの寄付をいただくように活動するのも

委員会の役目です。寄付について少し話します。 

●大口寄付者(Major Donor) 

 マルチプル・ポール・ハリス・フェローで9,000ドルの年

次寄付をして、1,000ドルを恒久基金に寄付すると、大ロ

寄付者になる。これが通常の方法であります。 

 寄付の種類を問わず年次寄付、使途指定寄付、恒久

基金寄付の合計で10,000ドル以上寄付した人を大口寄

付者といいます。 

 大口寄付の表彰:大口寄付には7段階あり、米貨1万ド

ル以上、25,000ドル以上、5万ドル以上、10万ドル以上、

25万ドル以上、50万ドル以上、100万ドル以上となってい

ます。 

 大口寄付者(累計1万ドル以上)は毎年国際大会の財団

晩餐会、ロ一タリー・ゾーン研究会前日の昼食会にご夫

妻で招待されます(自己負担金がある)。 

会長の時間  

出 席 報 告              

ニコニコ箱の報告 



 国際ロータリーの役員は、大ロ寄付者ばかりです。凄い

ですよ。Major Donor Level 5、25万ドル（2500万円）以上

ですね。 

 

●アーチ・クランフ・ソサエティ(Arch C. Klumph Society) 

 現金の寄付累計が25万ドルを超えると、アーチ・クラン

フ・ソサエティのメンバーとなり、メンバーの写真(8インチ

×10インチ)が世界本部内のアーチ・クランフ・ギャラリー

(以前の栄誉の殿堂)に飾られます。 

  

 当クラブのロータリー財団寄付については、「クラブ概

況」をご参照ください。 

 

 

 

（橋本幹事） 

１．先週開催した定例理事会について 

 報告事項は4件 

 ①2018年NIDs（インド）日程（会長） 

 ②中国紹介事業（社会青少年奉仕委員会）:実施日2月

22日 

 ③職業紹介事業（社会青少年奉仕委員会）：実施日3 

月15日 

 ④第2分区研修会の日程（会長）：3月17日13：00～16：

00  於）海南商工会議所 

 協議事項10件すべて承認 

 ①11、12月の例会プログラム（例会運営委員会） 

 ②10月試算表（会計） 

 ③陸前高田RC永田 雄治 様との懇親会（会長） 

 ④10月入会の新入会員のメンター選任について（幹

事）原敬君のメンターに脇村重徳君を選任 

 ⑤2018‐19年度地区委員候補者募集について（会長） 

  地区委員候補推薦（案）6名（地区研修委員会委員：

上野山英樹君、雑誌公共イメージ委員会：脇村重徳

君、社会奉仕委員会：橋爪誠治君、R財団資金管理小

委員会：嶋田崇君、R財団補助金小委員会：中元耕一

郎君、米山記念奨学会委員会：橋本拓也） 

 ⑥青少年交換 2018年夏期短期交換学生の募集案内

（社会青少年奉仕委員会） 受け入れるかどうか上野

山（栄）会長エレクトに任せる。 

 ⑦ 植樹について（社会青少年奉仕委員会）  植樹業

者に現地（地ノ島）を視察してもらい、それを参考に具

体案をまとめる。 

 ⑧ ミャンマー国際奉仕事業について（国際奉仕委員

会） お揃いの有田RCロゴ入りTシャツを作る。 

 ⑨ 月見例会会計報告  総経費294,104円 

 ⑩ 新春夜間例会の企画 日程：1月11日16：00～19：

30 場所：ホテルグランビア和歌山 サプライズでシン

ガーXを呼んでの歌謡ショー 

２．岡本ガバナーから、地区大会参加のお礼が届いてい

ます。掲示板に掲示しました。 

３．第6回日台ロータリー親善会議のご案内が届いていま

す。成川（雅）国際奉仕委員長に渡しました。 

４．第2回会長会議（12/2開催）の案内が届いています。

成川（守）会長が参加されます。 

３ 

ロータリー財団月間 

５．「ハイライトよねやま」Vol212が届いています。掲示板

に掲示しました。 

 

 

（成川（雅）Ｒ広報委員） 

ロータリーの友１１月号 

・ＲＩ会長メッセージ 

   私たちの奉仕の成果である財団「世界でよいこと」を

するために１ドル出すのであれば、そのお金を預ける

べきはロータリー財団をおいて他にありません。 

・ポリオ撲滅のパートナーと題して 

   1979年から2017年に至る歴史が書かれています。 

・日本のロータリー100周年実行委員会アンケート 

   日本のロータリーの組織について、一般社団法人

ロータリーの友事務所の認知度は63.3％でした。 

・ロータリー財団奨学生その後について 

   池の上克氏は「Stay in Academics」の言葉の元に自

分の職業を通じて地域に奉仕する人生を歩んでいま

す。と結んでいます。 

 

 

 

＊親睦活動委員会（橋爪（誠）副委員長） 

 ①平成29年11月30日 午後6時より永田雄治氏との懇 

  親会開催 

 ②平成29年1月11日 午後4時より新年例会開催 

 皆様のご参加、お待ちしています。 

 

＊米山記念奨学会委員会（松村委員長） 

 中村君から特別寄付をいただきました。 

 

＊Ｒ財団委員会（酒井委員長） 

 中村君から特別寄付をいただきました。 

 

＊指名委員会（松村委員長） 

 本日例会終了後、指名委員会を開催します。 

 

 

 

 

「私の考えるロータリー」 

            

  私の世代は戦中・戦後の育ち。空襲警報で授業も侭

ならず、運動場はイモ畑だった国民学校時代。学制変更

 幹事報告  

 卓 話 

ロータリー友誌  

委員会報告 

 

 

 会員 

 児島 良宗 君 



(新中)で校舎も無かった中学時代。やっと授業を受けら

れた高校時代は３年生で大水害被災・鉄道不通で授業

のないまま大学受験。平和が如何に大切かということを

一番知っている年代でしょう。  

 国際理解・親善・平和の推進はロータリー運動の礎で、

今や世界200以上の国や地域でロータリーが活動してい

ます。多くの先輩たちが培ってきたその活動の一つ一つ

が世界平和に寄与してきたことは間違いありません。 

 戦争に負けた日本が平和を謳歌していますが、恒久平

和の保障はありません。2012-13 RI会長田中作次さん、

2015-16 RI会長K・Rラビンドラン氏など、素晴らしい言

葉で平和を語られています。  

 世界情勢では、2011年の新しく独立した南スーダンの

人道危機、終息の見えないイスラム教圏の深刻な争いと

テロ、軍事圧力を強める中国、核開発に突き進む北朝

鮮、周辺国介入で内戦が激化しているイエメンなど気が

かりです。 

 核問題では、1986年4月26日のチェルノブイリ原発事

故。30年経った今も死の街です。2011年3月11日、東日

本大震災による福島第一原発事故。6年経った今も収束

のめどはたっていません。当に「トイレのないホテル」と言

われる所以でしょう。 

 RCではポリオ・プラスはじめ多くの素晴らしいプログラム

がありますが、人類の存続に関わる「核廃絶」に関係する

言葉は余り耳にしません。 

 果たして「友情・寛容」の言葉通り、紛争の解決が可能

なのでしょうか？世界から戦争が無くなるのでしょうか？ 

核事故は無くなるのでしょうか？ 

 広島・長崎は浄土真宗の盛んな土地柄です。教団（西

本願寺）では戦後いち早く平和問題に取り組み、世界に

発信してきました。今年、核兵器廃絶国際キャンペーン

「ICAN」がノーベル平和賞を受賞しました。先週はトラン

プ大統領が来日し、夫人外交でメラニア夫人と昭恵夫人

が都内の小学校を訪問し習字を体験しました。奇しくも

二人で書いた字が「平和」でした。 

 今、世界は「平和」志向です。 

 嘗て、被爆経験のある旧友の「熱き想い」に心を馳せる

とき、「どっか違うのよ・・・」と、今でも聞こえてくるような気

がしてなりません。ロータリーが提唱したからと言って、地

球上から戦争が無くなるとは思えません。それでも提言し

続ける事に意義があるのではないでしょうか。 

 毎年、平和祈念式典の放映があります。8/6の広島、 

8/9の長崎、私は毎年テレビに向かい「合掌」していま

す。田舎のRCの老人が、「戦争と平和」など大きな問題

には取り組めませんが、ロータリアンとして歳なりに出来

ることはないのでしょうか。 

 老境に入ると世界が変わります。今まで譲っていた座

席を逆に譲られること。去年、電車で外国の中学生らしき

女の子が席を譲ってくれました。咄嗟に「謝謝」とお礼を

言うと「フロム台湾」と返ってきて赤面しました。顔だけで

は国が分かりませんので、職業柄、言葉でなく華葩を渡

そうと・・。ところが「これ何？」と聞かれ説明に困惑しまし

た。慌てて作ったのがこの栞です。「ありがとう」と日本語

でお礼を言い「栞」を手渡します。（自家製・マークは法

輪です）「暖かい心に感謝」に英語・中国語・韓国語・タイ

語・ベトナム語を添えました。手渡すと笑顔で「グー」のサ

インが返ってきます。人前で恥ずかしい思いもしますが、

「アリガトウ」の心が通じ、周囲の人もチラ見して頷いてく

れたり・・・。「ちょっと嬉しく」なります。私にできる、私なり

のロータリーライフを楽しんでいます。 

 

＜成川（守）会長より卓話謝辞＞ 

 児島君、ありがたい卓話をありがとうございました。 

 1998-99年度に入会され、2年目にガバナー公式訪問

に随行していただきありがとうございました。2晩徹夜で

「手続要覧」を読まれたとは、さすがです。 

 平和への取り組みがロータリーよりライオンズの方が優

れているという話ですが、ロータリーも大いに貢献してい

ます。2017年11月11日（土）にジュネーブの国連事務局

で開かれたロータリーデーのテーマは「平和：変化をもた

らす（Peace: Making a Difference）」でした。このテーマの

下、キャリアやボランティア活動を通じて平和構築に大き

く貢献された6名のロータリー会員／ロータリー平和セン

ター学友が表彰されました。 

 又、今日、ご紹介していただきました「暖かい心に感

謝」という感謝カードは、私も真似をしたいと思います。 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

ロータリー財団月間 

４ 

日程 １2月の例会プログラム 

１2/7 

(木) 

会員卓話：中村吉伸君 

「フレイル」 

１2/１４ 

(木) 
年次総会 

１2/21 

(木) 

前期活動報告 

（ＳＡＡ・理事） 

１2/２8 

(木) 
休 会 

閉会・点鐘 （成川(守)会長） 


