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 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 

2018-2019年度クラブ方針 

 Take Action and Enjoy! 
   行動を起こそう！そして楽しもう！    

次回のお知らせ 

 さて、6月のロータリー特別月

間はロータリー親睦活動月間で

す。この6月という年度の最終月

に親睦活動の月間を配している

のにはどのような意味があるの

でしょうか？世界大会は大きな

世界規模の親睦活動でありま

すが、クラブ単属で何かを展開

することはなかなか難しい月で

あります。しかし、親睦を考える

時、例会の重要性が思い浮かびます。本年度の残された

例会は本日を合わせて3回ですが、皆さんと一緒に例会

の中で親睦を深めてまいりましょう。 

 ハンブルク世界大会の報告です。今回我々2名は5月31

日に関空を出発し、パリで乗り換えハンブルクに向かいま

した。時差は7時間ありましたので、その日の23：00に到着

し、ホテルには6月1日の1：00頃に到着しました。ハンブル

クはドイツの北部に位置し、エルベ川河口から100キロほど

入った港湾都市です。一市単独で連邦州（ラント）を構成

する特別市（都市州）で人口は約175万人で、歴史的な建

造物も多数残る自然の多い、おもむきのあるコンパクトシ

ティという印象でした。会場とホテルは3キロくらいの距離で

バスや地下鉄が登録チケットで乗り放題となっているので

移動手段に費用はかかりませんでした。タクシーも頻繁に

走っていましたので不便はなかったです。今回の予定は

ハンブルク以外の都市は回らずに、ゆっくりとした時間を

取るものでした。 

 １日目 登録会場ハンブルクメッセへはバスで向かいまし

たが、すでにロータリアンでいっぱいでした。会場は非常

に大きな展示場でありました。会場に行くと昨年の2640地

区RLIのインストラクター大畑さんが会場監督をされていま

した。その後、友愛の広場やロータリー親睦活動グループ

のブース等を時間をかけて回りました。 

開 催 日 

THE ROTARY CLUB OF ARIDA 

 

前回の報告（第２９１４回例会） 
令和元年６月１３日(木）  

 

（上野山(栄)会長） 

（石垣（泰）親睦活動委員長） 

ゲスト：任泰然君（米山奨学生） 

 

 

 

 

（石垣（泰）親睦活動委員長） 

会員誕生：なし 

配偶者誕生：成川恵美さん、岩橋逸子さん 

        上野山千穂さん 

結婚記念：松村君、中元君 

 

 

（上野山（栄）会長） 

「国際大会報告」 

 先週は休会にさせていただき、ドイツ・ハンブルクの国

際大会に参加してまいりました。後ほど、報告をいたしま

す。 

  令和元年６月２０日 第２９１５回 

・委員会活動報告の発表 

 

・ソング：「それでこそロータリー」 

  令和元年６月２７日 第２９１６回 

・最終例会 

 

・ソング：「四つのテスト」 

１ 

点  鐘 

開催日 

２９１４ Nｏ． 

会長の時間  

島 海碩 書 

今月の誕生・結婚祝 

ゲストの紹介 

米山奨学金授与 

担当：児島委員、菅原委員長 

 

 上野山（栄）会

長より、６月分の

米山奨学金が任

君に授与されまし

た。 



２ 

ロータリー親睦活動月間 

利用の要･不要のお返事もお聞かせ下さい｡6/20例会

でタクシー乗りあわせのメンバーをお知らせ致します｡ 

４．本日の例会終了後に､第12回定例理事会の開催を例

会場にて行ないます｡ 

 

 

（菅原Ｒ広報委員長） 

友誌6月号 

[横組] 

P3 バリー・ラシンRI会長のメッセージ この一年を振り

返りみらいへ向けてのメッセージが語られています。 

P7～ クラブ「広報力」というテーマでロータリーの広報に

ついての特集が組まれています。「広報」と「広告」の

違い、広報には事前の準備が大事、媒体の特性を考

慮するという広報についての3つのポイントが語られ、

ロータリーの「広報ツール」が紹介されています。 

P16～ 2019年の規定審議会の報告が掲載されていま

す。立法案は全て制定案のみで117件、採択された中

で注目すべき制定案が掲載されています。 

P20～ 米山梅吉にまつわる説について 

P28～ 世界で行われたポリオデーイベント 

[縦組] 

P4～ 日本最初のプロサッカー選手であった奥寺氏の

「サッカーで見る世界観」が語られています。 

P15  例会での“君が代”合唱の始まりについての考証 

P24、P26 ロータリーアットワーク  他クラブでのミャン

マーへの支援事業が掲載 

 

 

 

＊会長エレクト（橋本会長エレクト） 

 例会後、第10回次年度理事会を開催します。 

 

＊次年度情報・研修委員会（中村委員長） 

 2018－2019年度クラブ情報規程委員長会議（令和元

年6月9日 ルミエール華月殿）報告 

 世界全体で立法案117件中47件が採択された。日本の

立法案は30件中8件が採択され2640地区提出の2件は

両方とも採択された。 

 規定審議会で改正された最も重要な11項目（地区提

示） 

 １：クラブ会長の任期を改正する件（19－22） 

 ２：クラブの年次会合において予算と年次報告の発表

を求める件（19－24） 

 ３：欠席のメークアップに関する規定を改正する件

（19－35） 

 ４：クラブの会員身分に関する規定を改正する件

（19－37） 

 ５：クラブの構成を改正し職業分類の制限を廃止する件

（19－39） 

 ６：地区立法案検討会の招集に関する手続きを改正す

る件（19－58） 

 ７：クラブの加盟終結に関する規定を改正する件

（19－70） 

 ８：ロータアクトクラブがＲＩ加盟を求められることを明確

 2日目 開会式が2部に分かれており、2回目の15：00か

らでしたので、14：00過ぎに会場に入りましたが、既に会

場内は多数の方が場所を抑えておりました。展示会場に

椅子を平置きにした会場でしたので本人はなんとか目視

できる程度で、モニターで確認するという場所でした。そ

んな中でも友人の仙台の菅原PDGに偶然お会いするこ

とが叶いロータリーの繋がりを感じました。会場内には若

いロータリアンの姿も多く日本のロータリーとは違うイメー

ジでした。歌手やダンスのパフォーマンスの後、国旗の

入場、開催地の挨拶などの後、バリーラシン会長のス

ピーチがあり、ロータリーの5つの中核的価値観（多様

性、リーダーシップ、親睦、高潔性、奉仕）が私たちをどう

導くのかというお話をされていました。その中でも多様性

の部分で2032年には女性会員の割合を30％にするとい

うところが印象的でありました。17：30までの開会式の後、

19：00から地区ナイトがあり、足早に会場に移動しまし

た。地区ナイトの参加者は41名でした。元新宮藩（紀伊

国）を治めた紀州藩の御附家老だった水野家（石高は3

万5千石）の末裔でハンブルクにお住いのモニカ水野さ

んも同席しており、新宮ロータリークラブが田岡新宮市長

からの親書を持参され、伝達式を行いました。本年度は

水野家が新宮に入ってから400年という節目の年であり、

それにちなんで新宮城の復興を目指すという内容でし

た。和やかな中、地区ナイトは21：00頃に終了しました。

その時間に外に出てもまだ明るく日没は22：00頃です。 

 3日目は観光でした。4日目は水野さんが運営する独日

フォーラムの集いに樫畑ガバナーや東京広尾RCの服部

ガバナーやドイツとの関わりを持つロータリアンと一緒に

参加しました。エルベ川のクルーズや水野さんの邸宅な

ど、在独の日本人の方々やハンブルクの日本大使を務

める加藤総領事（元ロータリー奨学生）との夕食会にも参

加しました。半日以上樫畑ガバナーとご一緒出来、今年

の国際大会の分科会などの様子を聞かせていただきま

した。特に社会奉仕とは社会に役立つ人材育成の要素

が強く、社会奉仕に青少年奉仕が組み入れられている

のは、そのためであるということをRIは強く発信していたと

聞き、RIの方向性が社会奉仕に注力していることが理解

できました。 

 開催中ハンブルクは街全体がロータリーというイメージ

でした。ロータリーの登録カードを首から下げていれば、

ロータリアン同士が、どこに行ってもフレンドリーに挨拶を

交わせる。正にロータリーに国境はなく、ファミリーである

と感じ、帰国しました。 

 

 

（中元副幹事） 

１．本年度の集合写真…6月20日例会終了後､例会場に

て撮影致します｡服装…平服(創立60周年式典時の服

装でお願いします) 

２．本年度の委員会活動報告書の提出を6月20日までに

宜しくお願いします。各委員長(ＩＭ委員長､60周年委

員長含む)は指定されたフォームに打ち込んで､事務

局･会長･幹事までメールにて返信願います｡ 

３．最終例会の出欠のお返事は､6/14(金)で締め切りま

すので､ご協力を宜しくお願いします。なお､タクシー

 幹事報告  

ロータリー友誌  

委員会報告 



３ 

ロータリー親睦活動月間 

にする件（19－72） 

 ９：人頭分担金を増額するする件（19－82） 

１０：審議会の決定に反対するための手続きを改正する

件（19－114） 

１１：標準ロータリークラブ定款を実質的な変更を行うこと

なく、現代的かつ簡素化する件（19－116） 

 

 

（木本例会運営委員長） 

本日の会員数３１名 

  （出席規定免除会員９名） 

出席会員数２８名 

  （出席規定免除会員９名） 

      ９０．３２％ 

5/23   ８６．６７％ 

MU：成川（守）君、橋爪（正）君、脇村君、 

5/30   ７５．８６％ 

MU：脇村君 

 

 

（丸山副ＳＡＡ） 

上野山(栄)君：各委員長様、委員会活動報告、よろしく

お願いします。菅原さん、国際大会の同行ありがとうご

ざいました。 

嶋田（崇）君：6/13例会は保育園健診のため例会、理事

会を欠席します。中元副幹事さん、どうか宜しくお願い

します。 

中元君：本日の委員会活動報告の発表、よろしくお願い

します。 

橋爪（誠）君：委員会活動報告させて頂きます。 

中村君：上野山会長、おみやげありがとうございました。

だんだんと声に活力が出て来ましたね。あと2回がん

ばって下さい。 

成川（守）君：委員活動報告、ご苦労さまです。栄作会

長、国際大会のお土産ありがとうございます。 

川口君：本日の委員会活動報告、宜しくお願い致しま

す。上野山会長、ハンブルグ大会、おつかれ様でし

た。 

上野山（捷）君：各委員長様、発表ご苦労様です。会長、

おみやげありがとうございます。 

木本君：本日の委員会活動報告の発表、宜しくお願い致

します。 

橋本君：本日の委員会活動報告、よろしくお願いします。 

宮井君：各委員会の委員長様、活動報告の発表、よろし

くお願いします。 

児嶋君：上野山会長、世界大会ごくろう様でした。おみや

げありがとうございます。 

松村君：上野山会長、菅原さん、お帰りなさい。ハンブル

グのみやげ話楽しみです。 

丸山君：委員会活動報告、よろしくお願いします。 

 

出 席 報 告              

ニコニコ箱の報告 

活動報告の発表 

閉会・点鐘 （上野山(栄）会長） 

本日発表の各委員

会の活動報告は、

後日配布します「ク

ラブ概況」をご覧下

さい。 

松村ＳＡＡ 中元クラブ奉仕委員長 

應地会員組織委員長 脇村情報・研修委員長 

石垣（泰）親睦活動委員長 木本例会運営委員長 

菅原Ｒ広報委員長 


