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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 

2019-2020年度クラブ方針 

 明日に繋がる活動  
  Activities for a brighter future 

（岩橋ＳＡＡ） 

橋本君：日曜日の有田川クリーン作戦皆様ご苦労様でし

た。本日の委員会活動計画の発表よろしくお願いしま

す。 

中元君：本日の活動計画の発表よろしくお願いいたしま

す。 

橋爪（誠）君：各委員長様、発表ご苦労様です。よろしくお

願いいたします。 

菅原君：委員会活動計画の発表、各委員長様方宜しくお

願い致します。 

宮井君：今年度の各委員会活動計画の発表よろしくお願

い致します。 

児島君：各委員会活動計画発表よろしく。 

上野山（栄）君：各委員長様活動計画よろしくお願いしま

す。 

児嶋君：７月７日有田川クリーン作戦ごくろう様でした。 

石垣（泰）君：有田川クリーン作戦参加おつかれ様でした。

もし、他団体に出席された方は連絡をお願いします。 

上野山（捷）君：各委員長様、発表ご苦労様です。 

成川（守）君：①有田川クリーン作戦欠席しました。②本日

の委員会活動計画の発表よろしくお願い致します。 

川口君：本日の委員会活動計画の発表宜しくお願い致し

ます。 

木本君：有田川クリーン作戦への参加有難うございまし

た。薬物乱用防止キャンペーン「ダメ。ゼッタイ。」への

募金宜しくお願い致します。 

嶋田（恵）君：先週お休みだったので遅ればせながら・・橋

本会長、中元幹事一年間よろしくお願いします。 

松村君：ジャニー喜多川さんの素顔を初めて目にしまし

た。和歌山にも縁のある人だったんですね。 

岩橋君：有田川クリーン作戦参加の皆様ご苦労さまでし

た。 

 

開 催 日 

THE ROTARY CLUB OF ARIDA 

 

前回の報告（第２９１8回例会） 

令和元年７月11日(木）  

（橋本会長） 

 

（児嶋親睦活動委員長） 

ゲスト：米山奨学生 任泰然君 

（橋本会長） 

（児嶋親睦活動委員長） 

会員誕生：上野山（栄）君、福原君 

配偶者誕生：なし 

結婚記念：なし 

  令和元年７月１８日 第２９１９回 

・委員会活動計画の発表 

 予算・決算の審議 出席優秀者表彰 

・ソング：「四つのテスト」 

  令和元年７月２５日 第２９２０回 

・ガバナー公式訪問 

  中野 均ガバナー「ガバナーアドレス」  

・ソング：「我等の生業」 

１ 

点  鐘 

開催日 

２９１8 Nｏ． 

島 海碩 書 

今月の誕生・結婚祝 

ゲストの紹介 

ニコニコ箱の報告 

米山奨学金授与 

会 長 

幹 事 
R広報委員長  

橋本 拓也 

中元耕一郎 

脇村 重徳 

 橋本会長より任泰然君へ奨学金が授与されました。 

 

左：上野山（栄）君 

右：福原君 

 

 

お誕生日 

おめでとうございます。 



２ 

 

（石垣（泰）例会運営委員長） 

本日の会員数２９名 

（出席規定免除会員８名） 

出席会員数２５名 

（出席規定免除会員８名） 

       ８９．６６％ 

6/2７    ９６．５５％ 

ＭＵ：なし 

 

 

 

（橋本会長） 

  

五大奉仕部門について 

  

 皆さまこんにちは、

先週の初例会、皆様

のご支援で無事滞り

なく終えることが出来

ました。また、7月7日

（日）の有田川クリーン

作戦に参加して頂き

有難うございました。 

 本日は、各委員会か

ら今年度の活動計画

を説明して頂くことになっていますので、「五大奉仕部

門」について少し整理したいと思います。 

 初めに、有田RCの定款でどのように定義づけされてい

るのか見てみましょう。実は、有田RCの定款は、他のRC

の定款と全く同じです。世界中のRCが同じ定款を使って

います。「標準ロータリークラブ定款」というのが「手続要

覧」に載っています。今年2019年に規定審議会が開催さ

れ、内容が変更になっていますが、未だ2019年版は発

行されていません。3年に一度の規定審議会で変更でき

ます。 

 有田ロータリークラブの定款の第3条に「クラブの目的」

が謳われています。 

「本クラブの目的は、『ロータリーの目的』の達成を目指

し、五大奉仕部門に基づいて成果あふれる奉仕プロジェ

クトを実施し、会員増強を通じてロータリーの発展に寄与

し、ロータリー財団を支援し、クラブレベルを超えたリー

ダーを育成することである」 

  

 ここでいう『ロータリーの目的』とは何でしょうか？ 

定款第5条に記載されています。 

「ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の

理念を奨励し、これを育むことにある。」具体的には以下

の4つのこと 

 第1 知り合いを広めることによって奉仕の機会とするこ

と 

 第2 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はす

べて価値あるものと認識し、社会に奉仕する機会とし

てロータリアン各自の職業を高潔なものとすること 

 第３ ロータリアン一人一人が、個人として、また事業及

び社会生活において、日々、奉仕の理念を実践する

こと 

 第４ 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネット

ワークを通じて、国際理解、親善、平和を推進すること 

 五大奉仕部門とは、第6条で定義されています。 

【クラブ奉仕】【職業奉仕】【社会奉仕】【国際奉仕】【青少

年奉仕】です。 

  

 少し歴史を紐解いてみたいと思います。 

①ロータリーにおいて四大奉仕の考え方が導入されたの

は1927年ベルギーのオステンド大会です。決議23-34

（ロータリーにおけるすべての活動の指針）が採択され

た1923年当時は、Communityという言葉は広く社会全

体を現す言葉であり、決議23-34はロータリー活動す

べてを包含していた。しかし、1927年四大奉仕の考え

方が導入され、Communityという言葉がCommunity 

Service社会奉仕という言葉と関連付けられた。 

②2007年規定審議会において､標準ロータリー・クラブ定

款に四大奉仕部門を含める件が採択された。（クラブ

奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕） 

③2010年規定審議会において､第5項目の新世代奉仕

（現在：青少年奉仕）が追加となり､五大奉仕となる。 

以上 

 

 

（中元幹事） 

 

1.地区より 

①2019～2020年度イン

ターアクトクラブ年次

大会のご案内が届く

（石垣洋介副委員長

にお渡ししました） 

②リーダーシップフォー

ラム（アクト関連）の案

内が届く（石垣洋介

副委員長にお渡しし

ました） 

③2019～2020 年度ガ

バナー月信7月号の掲載についてのお知らせが届く

（脇村委員長にお渡ししました） 

 

2.公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より2019年度

上期普通寄付金のお願いが届く（嶋田ひで委員長に

お渡ししました） 

 

3.松村秀一君が地区財団資金管理小委員会委員に推

薦されました。 

 

4.御坊RCより、RID2640分区２組のIM開催の案内が届く 

 開 催 日：2019年11月10日（日）13：00～ 

 開催場所：御坊商工会議所4階 

 

5.2019～2020年度組織図を配付しました。 

 

 

 幹事報告  

会長の時間  

出 席 報 告              



（福原R広報副委員長） 

 

横組 

5P～19P・・・ RI会長 

マーク・ダニエル・マ

ローニー氏会長メッ

セ ー ジ と 会 長 紹 介

（今までの人生はこれ

からの序章）が掲載さ

れています。 

20P・・・2019 － 20 年

度国際ロータリーの

テーマ ロータリーは世界をつなぐ 

33P・・・ガバナーの横顔・・第2640地区より中野均ガバ

ナー（堺東RC）が紹介されています。 

 

縦組 

29P・・・第2640地区・和歌山県新宮ロータリークラブが地

域の祭りに参加、清掃を通して友情を確認されていること

が掲載されています。 

 

一言・・国際ロータリーのテーマ「ロータリーは世界をつな

ぐ」です。ロータリーの奉仕を通じて有能寛大な皆様が手

を取り合い、つなげる、つなぐ、行動を起こすためのつな

がりを築いていきましょう。 

 

 

 

 

 

＊社会奉仕委員会（木本委員長） 

 有田川クリーン活動の参加ありがとうございました。 

 参加人数17名でした。 

＊米山記念奨学会委員会（嶋田（ひ）委員長） 

 岩本道弘さんより特別寄付をいただきました。 

 

 

      

 

     岩橋SAA       成川（守）クラブ奉仕委員長 

 

 

 

   

  井上会員組織委員長     中村情報・研修委員長 

  石垣例会運営委員長     児嶋親睦活動委員長   

 

   脇村R広報委員長 

 

 

 

 

 

３ 

 

閉会・点鐘 （橋本会長） 
活動計画の発表 

ロータリー友誌  

委員会報告 

 

  次週7/25（木）は 

      ガバナー公式訪問です。 

     皆さま、ご参加下さい。 

 

本日発表しました 

各委員会の活動計画

の 内 容 に つ き ま し て

は、後日配布する 

「クラブ概況」をご覧く

ださい。 


