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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～    

酒井君：このメモをいただくまですっかり失念していまし

た。妻に感謝の気持ちを伝えるようにします。 

嶋田（崇）君：銀婚式は知らん間に過ぎてました。金婚式は

きっちりしたいのですが、果たして2人とも生きてるかど

うか・・・。 

 

（中元SAA） 

成川(守）君：2月25日、チーム研修セミナーが無事終わり

ました。本日、岩橋君、岩本君、卓話よろしくお願い致し

ます。 

橋本君：岩橋さん、岩本さん、本日の卓話よろしくお願いし

ます。 

宮井君：岩橋様、岩本様、本日の卓話、ご苦労さんです。

楽しみにしています。 

酒井君：岩橋さん、岩本さん、本日の卓話よろしくお願い

いたします。 

児嶋君：岩橋様、岩本様、卓話、たのしみにしています。 

應地君：岩橋さん、岩本さん、卓話、楽しみにしています。 

丸山君：岩橋様、岩本様、卓話楽しみです。私も来週3/8

卓話担当になっていますが、まだ何も準備していませ

ん。どうしよう～。 

橋爪(正)君：岩橋さん、岩本さん、卓話、ご苦労さまです。 

石垣(泰)君：岩橋行伸様、岩本道弘様、卓話たのしみにし

ております。 

木本君：岩橋さん、岩本さん、本日の卓話、宜しくお願い

致します。 

嶋田(崇)君：岩橋さん、岩本さん、卓話楽しみです。 

井上君：岩橋さん、岩本さん、卓話楽しみです。 

橋爪(誠)君：岩橋様、岩本様、本日の卓話よろしくお願い

いたします。 

岩橋君：卓話させていただきます。よろしく。 

脇村君：岩橋さん、岩本さん、本日の卓話よろしくお願いし

ます。 

開 催 日 

THE ROTARY CLUB OF ARIDA 

 

前回の報告（第２８６２回例会） 

平成３０年３月１日(木）  

（成川（守）会長） 

 

 

（橋爪(誠）親睦活動副委員長） 

会員誕生：石垣(泰）君、児島君、上野山(捷)君 

石垣（泰）君：もう3月とは気がつきませんでした。年を重ね

ワインのように味わい深い人になりたいと思っておりま

す。 

児島君：「美しく老いて、惜しまれて死ぬ」恩師の言葉が身

に染みる年になりました。 

上野山（捷）君：3月1日で80回目です。今後はおまけの人

生、どのように過ごそうかと思っています。 

配偶者誕生：嶋田一代さん、菅原知子さん 

結婚記念：成川(守)君、酒井君、嶋田(崇)君 
成川（守）君：3月31日、金婚式を迎えます。家内に感謝！家

族でお祝い食事会をします。 

  平成３０年３月８日 第２８６３回 

・会員卓話：丸山 芳孝 君「イニシエーションス 

ピーチ ～歩んできた時代をふり返りながら～」 

・ソング：「それでこそロータリー」 

  平成３０年３月１５日 第２８６４回 

・外部卓話：寺下 卓 氏（海南東ＲＣ） 

   「フィリピン セブ島での支援活動」 

・ソング：「四つのテスト」 

１ 

点  鐘 

開催日 

２８６２ Nｏ． 

島 海碩 書 

今月の誕生・結婚祝 
ニコニコ箱の報告 

担当：嶋田(崇)委員 

 

３ 月 の お 誕 生 日 の 方 へ、成 川

（守）会長より記念品が贈られまし

た。 



２ 

水と衛生月間 

松村君：卓話楽しみにしています。 

上野山(英)君：岩橋さん、岩本さん、本日卓話ご苦労様

です。 

上野山(捷）君：岩橋行伸様、岩本道弘様、本日の卓話、

ご苦労さまです。 

嶋田（ひ）君：岩橋様、岩本様、卓話よろしくお願いしま

す。 

菅原君：岩橋さん、岩本さん、卓話宜しくお願いします。 

児島君：岩橋さん、岩本さん、卓話楽しみです。 

田端君：岩橋様、岩本様、本日の卓話よろしくお願い致

します。 

中村君：岩橋さん、岩本さん、卓話楽しみです。 

石垣（洋）君：岩橋様、岩本様、本日の卓話楽しみにして

います。 

中元君：岩橋さん、岩本さん、本日の卓話よろしくお願い

します。 

 

 

（嶋田(ひ)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２７名 

 （出規定免除会員９名） 

        ８７．１０％ 

2/8      ９０．６３％ 

ＭＵ：嶋田（ひ）君 

 

 

（成川（守）会長） 

 最近、日差しが強くなり少し

暖かくなりました。今日は朝か

らの強風でJRもストップしたよう

です。その影響で箕島高校の

生徒が遅刻し、朝の卒業式が

予定変更で午後になったとの

ことです。皆様の職場で影響

はございませんでしたか？ 

 今日はロータリーソングで

「奉仕の理想」を歌いました。

先週の例会で「奉仕の理想」の誕生について話しました

が、皆様、今日はどう歌われましたか？ 

 それから、今日は誕生日と結婚記念日のお祝いをワイ

ンで乾杯しますが、そのワインのグラスはいつも石垣泰伸

君が用意してくれます。ありがとうございます。 

 

 さて、3月3日に、会長エレクト研修セミナー(Presidents-

Elect Training Seminar：PETS)が開催されます。上野山

栄作会長エレクトが出席しなければなりません。これは義

務です。欠席すると会長になれません。PETSは、次期ク

ラブ会長がその任務に備えるための研修で、その目的

は、 

●Rlテーマ            ●役割と責務 

●目標の設定（地区方針） 

●クラブ指導者の選任と準備 

●クラブの管理運営       ●会員増強 

●奉仕プロジェクト         ●ロータリー財団 

●広報                  ●リソース 

●年次計画と長期計画    ●米山記念奨学会 

であります。 

 PETSの参加者は、ガバナーエレクト、ガバナー補佐、

地区研修リーダー、地区内の次期クラブ会長全員であり

ます。 

 

 Rl理事会は、次期指導者が責務に備えて受ける研修

会を、次の順で行うことを承認しています。 

●ガバナーエレクト研修セミナー(GETS)（9月から1月ま   

  で） 

●国際協議会（1月） 

●地区チーム研修セミナー（国際協議会からPETSまで） 

●会長エレクト研修セミナー（3月） 

●地区研修・協議会（4月） 

●地区会員増強セミナー 

 

●クラブ会長エレクトの任務（Duties of Club President-

elect） 

クラブの会長エレクトの任務は以下の通りです。 

・「クラブ会長要覧」を読み、会長エレクト研修セミナー

(PETS)に備える。 

・クラブの理事を務め、会長または理事会が定めた責務

を遂行する。 

・「効果的なクラブ」の要素を指針として、クラブの戦略計

画を検討する。 

・「効果的なロータリークラブとなるための活動計画の指

標」を用いて、クラブの長期目標の達成に向けた年次

目標を立てる。 

 ○会員状況を把握する。 

 ○話し合いを通じて奉仕プロジェクトを計画する。 

 ○ロータリー財団をどのように支援できるかを検討す

る。 

 ○将来のリーダーを育成する。 

 ○広報計画を立案する。 

 ○クラブの管理運営のための行動計画を立てる。 

・クラブおよび地区のリーダーと協力する。 

 ○1回または複数回のクラブ理事会会合を開き、クラブ

の定款と細則の規定を検討する。 

 ○クラブ予算の作成を監督する。 

・リーダーシップと奉仕プロジェクトの継続性を維持する。 

 ○各委員会の委員長を任命する。 

 ○継続性を図るため、可能な限り、委員を3年任期で任

命する。 

 ○前年度の会長に相談する。 

 ○次期理事会および任期を終える理事会との合同会

合を手配する。 

・一貫した研修が定期的に行われるようにする。 

 ○PETSと地区協議会に出席する。 

 ○クラブリーダー全員に地区協議会への出席を促す。 

 ○地区協議会の直後にクラブ協議会を開く。 

 ○地区大会に出席する。 

 

 ところで、現在のRIの目標は、「ポリオ撲滅」であります。

会長の時間  

出 席 報 告              



去る2月に、「ポリオ撲滅を目指して行動しよう。2017年の

世界ポリオデーを振り返って」が配信されました。ポリオ

撲滅を目指して、昨年、世界ポリオデー（10月24日）にち

なみ、世界各地のクラブ・地区による支援活動が記録さ

れました。 

 一つは、10月24日の「世界ポリオデー」には、インター

ネットで特別イベントの生中継が配信されました。また、

世界ポリオデーにちなみ、世界各地のポリオ撲滅活動が

記録されました。結果的に、世界102カ国の3,670クラブ

による活動が登録されました。そのうち2,900件以上は、

米国・カナダ以外の国で実施されたものです。最も多くの

活動が登録された国はブラジルでした。その数1,005件。

前年に続いて堂々の1位となりました。競歩、マラソン、自

転車レース、サッカートーナメントなどのイベント型活動が

あれば、地元ラジオ・テレビ局でのインタビューやポリオ

関連の講演も行われ、国中でさまざまな活動が実施され

ました。  

 日本からも多くの活動が登録されました。特に第2620

地区（山梨・静岡）では、地区が率先して働きかけたこと

により、多くのクラブでポリオ撲滅活動が実施されました。 

11月に卓話に来られた「永田雄治君」は、12月に、前年

に続き2回目のパキスタンを訪れ、視察を兼ねて予防接

種活動を行いました。今年も12月に参加を予定とのこと

です。又、関場PDGと共に1月にインドの全国一斉予防

接種日にポリオワクチン投与にも参加されました。 

３ 

水と衛生月間 

 ポリオ撲滅活動への募金額も前年度を上回りました。オ

ンラインで寄せられた寄付額は335,000ドルで、そのうち

105,000ドルは世界ポリオデーのわずか1日で寄せられま

した。ソーシャルメディアのリーチ数は38％上昇し、従来

型メディアでも650件の記事掲載が確認されました。  

 

世界ポリオデーに新記録達成！ 

 皆様も、一度は、ポリオ一斉投与にご参加ください。感

動が得られます！ 

 

 

（橋本幹事） 

１．地区から月信第8号の誤記訂正のお願いが届いてい

ます。本日配布しています。 

２．3月のロータリーレートは、108円との報告がありまし

た。 

３．地区から、「米山記念奨学生の世話クラブのお引き受

け決定について」が届きました。当クラブから引き受け

希望を申請していましたが、残念ながらかないません

でした。 

４．地区から、「ロータリーの友6月号」に掲載する植樹活

動の写真の募集がきています。 

５．2018-19年度のための「地区チーム研修セミナー」が

2/25、ダイワロイネットで開催され、当クラブから7名の

方が参加されました。（成川次期地区研修リーダー、

上野山英樹地区研修委員会、脇村重徳雑誌・公共イ

メージ委員会、嶋田崇R財団資金管理小委員会、中

元耕一郎R財団補助金小委員会、橋爪誠治社会奉仕

委員会、橋本拓也米山選考小委員会） 

６．2/25、地区米山記念奨学委員会が開催され、橋本が

参加しました。次年度の委員会活動計画の検討を行

いました。 

７．他クラブから例会変更のお知らせが届いています。 

８．有田経済クラブ通常総会の報告が届いています。 

９．本日例会終了後定例理事会を開催します。 

 

 

 

＊Ｒ広報委員会（嶋田（崇）委員） 

月信の紹介 

 

 

 

 

 幹事報告  

委員会報告 

パキスタンの予防接種活動：陸前高田市RC 

インドにおけるNids：関場PDG一行 



 

 

「ロータリーについて思うこと」 

 私が今から50年余り前の青年運動をしていた当時、東

京と和歌山市のロータリアンの方々にお会いする機会が

ありまして、大変懇意にして頂きまして、色々と御指導や

ら御支援を賜りました。皆様方は大変温厚な方々でござ

いまして、その当時のロータリークラブについて魅力的な

団体と感動を受けていました。 

 また40年余り前には、当有田クラブの方々と会合等で

御一緒させて頂く機会が何回かあり、その都度色んな形

で御指導頂き、ロータリークラブは私のような者にとって

は縁遠い存在でありました。 

 ライオンズクラブやロータリークラブの方々から何度か

御誘いを頂いたところですが、河合会長の年度に入会さ

せて頂き、15年になります。入会当時、不思議に思ったこ

とがありました。それは委員会組織がありますが、委員会

は開かれずに委員長の方針で決まっている様子と、委員

会報告も私がこう思いますといった御発言に、それまで

の幾つかの組織に関係してまいりましたので、大きな違

いだと感じた次第です。 

 また、ＲＩ会長の御指針、地区ガバナー年度の方針等を

含めて、絶対的な扱いをしているように感じています。地

区での以前の騒動もこんなところに一因があるのではな

いでしょうか。 

 今年度、RIはクラブ会員一本植樹を勧められています

が、私は以前砂漠化している国に出かけていきまして、

現地の人々と共に植樹運動をする活動に参加したことが

ございます。ＲＩでももっと効率的な運動の方法を考えら

れてはと考えています。 

 近年、ロータリークラブについては地域の人々の関心

が向くような社会活動を考えてはと思っていますが、如何

なものでしょうか。例えば、卓話の方々は遠くより来て頂く

ことも必要ですが、この地域の人々にロータリークラブに

来て頂き、ロータリーについてもっと理解を深めて頂いて

はと考えます。色々な奉仕活動も自画自賛にならない方

向で考えてみても面白いのではないでしょうか。 

 

 

 

水と衛生月間 

４ 

 

「人生いろいろパート２ ～地籍調査にて～ 」 

 今日は卓話に御指名いただきありがとうございます。痴

呆が少しでも進まないためのお気遣いと感謝します。 

 「人生いろいろパート２」と、テーマは恰好いいのです

が、中身はとりとめのない話ですので、居眠りでもしてい

てください。 

 皆さま、地籍調査は終わりましたか？山をお持ちの方

は立ち合いは終わりましたでしょうか？委任状で終わっ

ていますでしょうか？山の立ち合いは大変です。 

 今日は山の地籍調査での出来事をお話します。私に

とっては全くうれしくないミステリーのような出来事がありま

した。 

 私は70歳になったら終活しようと思っていましたが、生

前整理がなかなか進まないまま8年が過ぎました。その8

年目の昨年、役場から山の地籍をするので境界の立会

いをしてくださいと連絡がありました。その山は行ったこと

がない山でしたので、これは大切な終活の一つだと思

い、息子を連れて行くことにしました。昔、「道路から遠く

に見えるあの山がそうだ」と教えてもらっただけで、実際

に行ったことはありません。私たち親子、役場の人、測量

会社の人、隣地の人など10人ほどで山を登りました。境

界線を確認しながら、杭を打ち、頂上手前で昼食を食

べ、そして頂上まで登りました。そして、頂上から下って

いきます。ある所まで下ると、隣地の方が、ここまでくると

私の山がなくなってしまうと言い出しました。なので、来た

道を引き返し、また登ることになりました。そして、言われ

るがままの境界に杭を打ちました。当初は登記面積が99

ヘクタール（約10町）であった私の山が、だいたいの私の

目測では半分以下になってしまったような気がしましたの

で、役場の人や測量会社の人に聞きましたが、誰も返事

してくれません。皆さまなら、どうしますか？？ 

 もし開発が進む値打ちのあるような山でしたら、大変な

争いが起きてもおかしくありません。こんな信じられないよ

うなことが現実で起きてしまった出来事でした。 

 

 

 
閉会・点鐘 （成川(守)会長） 

 卓 話 

2017-2018年度 有田RC ロータリーカレッジ    
※3/10（土）に開催予定でしたロータリーカレッジは日程変更になりました。 

                  日 時 ： 平成30年4月12日（木）   12：15～14：00 （食事あり） 

                  場 所 ： 例会場 （紀州有田商工会議所６階）    

 
 

会員 

 岩本 道弘 君 

 

 

会員 

 岩橋 行伸 君 


