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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～    

橋本君：委員会活動報告、よろしくお願いいたします。 

上野山(栄）君：本年度委員長の皆様、大変お疲れ様で

す。活動報告、よろしくお願いします。本日、60周年第1

回スタッフ会議です。参加者の皆様、よろしくお願いし

ます。 

岩本君：先週金曜日に箕嶋神社総代らで、植樹した桜の

木の枝を切除しに行ってきました。 

児島君：各委員長さん、活動報告、ご苦労さまです。 

嶋田(崇)君：本日、理事会を欠席します。申し訳ありませ

ん。 

石垣(洋)君：２週連続欠席し皆様に御迷惑をおかけしまし

た。各委員長さん、活動報告ご苦労さまです。 

中元君：本日、ＳＡＡの活動報告をさせていただきます。 

橋爪(誠）君：委員会活動報告させていただきます。 

木本君：委員会活動報告の発表、宜しくお願い致します。 

上野山(捷）君：活動報告させて頂きます。 

菅原君：委員会活動報告、よろしくお願い致します。 

井上君：みな様、先週の植樹おつかれ様でした。 

中村君：健診のため早退いたします。井上さんにはいつも

お世話になります。よろしくお願いします。 

松村君：活動報告、よろしくお願いします。 

川口君：本日の委員会活動報告発表、宜しくお願い致し

ます。 

 

 

（橋爪（正）例会運営委員） 

本日の会員数３１名 

 （出席規定免除会員９名） 

出席会員数２５名 

 （出席規定免除会員９名） 

        ８０．６５％ 

5/24       ９３．３３％ 

ＭＵ：原君、児嶋君 

開 催 日 

THE ROTARY CLUB OF ARIDA 

 

前回の報告（第２８７３回例会） 

平成３０年６月７日(木）  

（成川(守)会長） 

 

 

（橋爪（誠）親睦活動副委員長） 

会員誕生：なし 

配偶者誕生：岩橋逸子さん、成川恵美さん 

        上野山千穂さん 

結婚記念日：松村君、中元君 

 

（川口副ＳＡＡ） 

成川(守)君：先週は植樹にご協力いただきありがとうござ

いました。今日、ロータリーショーケースにアップしまし

た。FBで紹介されます。本日の委員会活動報告、よろ

しくお願いします。 

  平成３０年６月１４日 第２８７４回 

・委員会活動報告の発表 

 

・ソング：「ROTARY」 

  平成３０年６月２１日 第２８７５回 

・最終例会  

  成川守彦会長・橋本拓也幹事 「一年の報告」 

・ソング：「小さな世界」 

１ 

点  鐘 

開催日 

２８７３ Nｏ． 

島 海碩 書 

今月の誕生・結婚祝 

出 席 報 告              

ニコニコ箱の報告 

担当：菅原委員 

 ６月が結婚記念日のお二人に成川(守)会長よりプリ

ザーブドフラワーが贈られました。 
松村君：天災は忘れた頃にやってくるといいますが、結婚

記念日も忘れた頃にやってきます。ロータリークラブに

入っていますと年に一度想い返すことができます。あり

がとうございました。 

中元君：早いもので結婚28年になります。あっという間で

した。これからもロータリー同様、家内を大事にしていき

たいと思います。本日は本当にありがとうございました。 



２ 

ロータリー親睦活動月間 

（成川（守）会長） 

 先週は植樹にご参加いただき

ありがとうございました。又、植樹

の後、岩本さんは植樹した櫻木

が大きくなった時、その成長を妨

げないように、植樹した櫻木の近

くにある桜の老木の枝を伐採し

ていただきました。ありがとうござ

います。 

 さて、今日から2回、今年度の委員会活動報告です。委

員会の皆様、今年度の多彩な活動をありがとうございまし

た。委員会報告で今年度を振り返りたいと思います。 

 

「ロータリー親睦活動月間」 

 6月は、「ロータリー親睦活動月間」です。「ロータリー親

睦活動月間」とは、レクリエーションや職業で同じ関心を

持つロータリアン同士の国際的な親睦と親善の重要性を

認識し、親睦活動への参加を促し、親睦活動プログラム

への理解を促すための月間です。RI理事会は、プロジェ

クト、活動、行事を通じてこの月間を祝うよう、これらのグ

ループに奨励しています。 

 ロータリー親睦活動の起源はエスペラント語に関心を

持つロータリアンが集まったことをきっかけに1928年に始

まりました。その後、1947年には、ボートに関心のある

ロータリアンのグループが、自分たちの船にロータリーの

旗を掲げ、自らをロータリアンの国際ヨット親睦グループ

と名乗りました。親睦活動の種類は、時を経るごとに増え

て参りましたが、その目的は今日も変わっていません。そ

れは、親睦の下にロータリアンのつながりを築き、趣味や

職業に関連した活動を楽しむ機会を提供することです。 

同じ関心や趣味をもつ世界中の仲間と楽しく交流できる

方法、それが「ロータリー親睦活動グループ」。世界中に

会員がいるロータリーならではの国際交流のチャンスで

す。 

 親睦活動グループに参加するのは、ロータリアン、ロー

タリアンの家族、ロータリープログラムの参加者や学友な

らどなたでも参加できます。関心のあるグループを見つ

けたら、ロータリー親睦活動名簿を参考に、グループに

直接連絡を取ってみましょう。またフォーラムで、同じ関

心を持つロータリアンやローターアクターのグループを探

し、交流を深めることもできます。 

 RIでは、親睦活動グループの結成に関する方針を定め

ています。新たに結成を望むグループは、公式認定を受

ける前に、ＲＩ理事会による審査を受ける必要があります。

理事会による承認後、親睦グループはRIから独立し、独

自の規定、会費、管理体制をもって運営されることとなり

ます。会員資格を有するのは、ロータリアン、ロータリアン

の配偶者、およびローターアクターです。 

 昨年6月に、親睦活動グループの一覧表から、皆様に

アンケートをいただき、（自分の趣味と一致する項目に、

〇をしてください。）ロータリークラブセントラルに登録しま

した。その項目は、下記です； 

バイク、4WD車、アンティーク自動車、キャンピングカー、

キャラバン式旅行、ヨット、クルージング、飛行、鉄道、旅

行、ホストとしてのおもてなし、料理、ビール、ワイン、ウィ

スキー、ゴルフ、卓球、テニス、ボーリング、サイクリング、

カヌー、クリケット、チェス、カーリング、マラソン、スキュー

バダイビング、ボート（ローイング）、釣り、乗馬、スキー、

シューティングスポーツ、手品、囲碁、ジャズ、バード

ウォッチング、音楽、写真、医療関係者、教育者、弁護

士、アマチュア無線、環境、健康とフィットネス、編集・出

版、作家と著者、人形愛好家、キルト・織物手芸、希少古

本、イタリア文化、ラテン文化、ロシア文化、コロンブス到

来以前の文明、倫理、企業の社会的責任（CSR）ロータ

リー史、ロータリーの伝統、ロータリーのピン、ロータリー

の切手、マグナグラエシア、コンピューター、インターネッ

ト、Eクラブ、ソーシャルネットワーク、パストガバナー、大

会参加者、チェッカー、エスペラント語、住まい交換、名

誉領事、退役軍人、警察、系図学者、ビジネス、スカウ

ト、シングルス、品質管理 

 日本では約80のグループが存在しています。ヨット、囲

碁、切手収集、ランニングとフィットネスなどがあり、趣味

とレクリエーションによりそれぞれの目的は異なりますが、

すべてのグループが同じ哲学や根底にある思想すなわ

ちロータリーの精神を共有して、世界的規模で活動して

います。交流を通じて、専門知識・スキルをさらに磨き、

海外に友人を つくれるだけでなく、特技を生かした奉仕

活動を実施すること もできます。   

 親睦活動のメリット  

・自分のクラブや国を越えた友情を築く機会となります。 

・ロータリーの公共イメージとブランド力を高めます。  

・ロータリー入会やロータリー活動への参加を促進しま

す。  

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

RIのロータリー親睦活動をPPTで紹介します。 

PPT：rotary_fellowships_presentation_ja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長の時間  
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ロータリー親睦活動とは？

共通の関心の下に集まるロータリ
アン、その家族、すべてのロータリ
ープログラムの学友のグループ

• レクリエーション活動

• 趣味

• スポーツ

• 職業

• ロータリーの歴史＆文化

ロータリアン弁護士の親睦活動

人形愛好家の親睦活動
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親睦活動グループの具体例

現在ロータリーでは、70を超えるロータリー親睦
活動グループが認定されています。

サイクリングの親睦活動



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜委員会活動報告の後、時間があったので、下記を話

しました。＞ 

●例会（Regular Meetings） 

 本項に従わない規定または要件をクラブ細則に含める

ことができる。そのような規定または要件は、本項の規定

または要件に優先する。 

（ａ）日および時間（Day and Time）本クラブは、毎週1 

回、クラブ細則に定められた日および時間に、直接顔

を合わせて定期の会合を開くものとする。本クラブはま

た、この方法では例会に出席できない会員のために、

オンライン例会を手配するか、またはオンラインでつな

がる方法を提供することもできる。 

（ｂ）会合の変更（Change of Meeting）正当な理由がある

場合は、理事会は、例会を、前回の例会の翌日から次

の例会の前日までの間のいずれかの日または定例日

の他の時間または他の場所に変更することができる。 

（ｃ）取消（Cancellation）例会日が一般に認められた祝日

を含む国民の祝日に当たる場合、またはその週に一

般に認められた祝日を含む国民の祝日が含まれる場

３ 

ロータリー親睦活動月間 

合、またはクラブ会員が死亡した場合、または全地域

社会にわたって流行病もしくは災害が発生した場合、

または地域社会での武力紛争がクラブ会員の生命を

脅かす場合、理事会は、例会を取りやめることができ

る。理事会は、標準クラブ定款第8条第1節（c）項に明

記されていない理由であっても、1年に4回まで例会を

取りやめることができる。ただし、本クラブが3回を超え

て続けて例会を開かないようなことがあってはならな

い。 

  

（橋本幹事） 

１．先週実施したウエノ公園での植樹

のことが有田タイムスに掲載されま

した。 

２．本日、例会終了後定例理事会を

開催します。 

 

 

 

＊米山記念奨学委員会（松村委員長） 

 成川(雅)君より特別寄付をいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
閉会・点鐘 （成川(守)会長） 

 幹事報告  

委員会活動報告の発表 

委員会報告 
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親睦活動グループの推進

• 親睦活動グループが主催するイベントや活動について
クラブや地区のウェブサイトで情報発信する

• 地元の親睦活動メンバーを例会や地区大会に招き、
その活動について話してもらう

• 職業界または趣味の世界で知られているロータリアンに
親睦活動への参加、または新しい親睦活動グループの
設立に協力してもらう
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親睦活動グループの結成

新しい親睦活動グループの結成に関心がある場合は、
Rotaryfellowships@rotary.orgまでご連絡ください。

• 少なくとも25名のメンバー候補者
（少なくとも5カ国から）

• グループの目的を明確に説明した申請書
• グループの細則（提案）
• 役員およびその責務（提案）

グループの認定に必要なもの：
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リソース

• ロータリー親睦活動についての全般情報 ：
www.rotary.org/fellowships

• このページからダウンロードできる資料：
 ロータリー親睦活動案内資料
 ロータリー親睦活動名簿
 ロータリー親睦活動認定申請書式（職員から入手）

写真愛好家ロータリアンの親睦活動

本日発表しました各委員会の活動報告は後日

配布します「クラブ概況」をご覧ください。 

中元ＳＡＡ 上野山（英） 

クラブ奉仕委員長 
井上会員組織 

副委員長 

橋爪（誠) 

例会運営委員長
上野山(捷) 

親睦活動委員長 
應地 

Ｒ広報委員長 

嶋田(ひ) 

職業奉仕委員長 

井上社会青少年

奉仕委員長 


