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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 

橋爪（誠）君：きれいなお月様が見えました。中秋の雰囲

気を楽しみます。 

井上君：本日の月見例会楽しみにしています。 

成戸君：ようこそ有田ＲＣへ。本日の月見例会楽しみにし

ていました。 

石垣（泰）君：福山ひでみ様、ミノ・ハーポ様、溝西薫様、よ

うこそ有田ＲＣへ。本日の月見例会楽しみにしていま

す。 

児嶋君：福山ひでみ様、ミノ・ハーポ様、溝西薫様、ようこ

そ有田ロータリークラブへ。 

菅原君：福山様、ミノ・ハーポ様、朗読、ハーモニカ楽しみ

です。宜しくお願いします。 

北畑君：本日の親睦月見例会、楽しませていただきます。 

嶋田（恵）君：福山ひでみ様、ミノ・ハーポ様、溝西薫様、よ

うこそ有田ＲＣへ。 

 

（石垣（泰）例会運営委員長） 

本日の会員数３１名 

（出席規定免除会員８名） 

出席会員数２３名 

（出席規定免除会員６名） 

 

（橋本会長） 

「お月見」 

 今日のお月見例会には、高

田修三製造産業局長（前職：

宇宙開発戦略推進事務局長）

にお越しいただく予定でした。

しかし、公務で東京を離れるこ

とが出来なくなり、高田さんから

預かった説明資料とビデオで

日本の宇宙開発の現状を皆さ

開 催 日 

THE ROTARY CLUB OF ARIDA 

 

前回の報告（第２９２５回例会） 

令和元年９月１２日(木）  

（橋本会長） 

 

（児嶋親睦活動委員長） 

ゲスト：高田修三様（経済産業省 製造産業局長） 

    福山ひでみ様（朗読家） 

    ミノ・ハーポ様（ブルースハープ奏者） 

    橋爪千恵様、石垣よしみ様、石垣亜里子様、井上

恵実様、北畑衣美様、児嶋純子様、成川恵美様、

中村有香様、上野山千穂様、上野山りか様 

ビジター：溝西薫君（地区米山記念奨学委員会委員 

                            御坊南ＲＣ） 

 

（岩橋ＳＡＡ） 

橋本君：福山ひでみ様、ミノ・ハーポ様、溝西薫様、ようこ

そ有田ＲＣへ。本日の月見例会おおいに楽しみましょ

う。 

中元君：福山ひでみ様、ミノ・ハーポ様、本日の月見例会

よろしくお願い致します。溝西薫様、ようこそ有田ＲＣ

へ。 

溝西薫君（御坊南ＲＣ）：お月見例会、楽しませていただき

ます。宜しくお願い致します。 

石垣（洋）君：福山ひでみ様、ミノ・ハーポ様、溝西薫様、

ようこそ有田ＲＣへ。本日の月見例会楽しみにしていま

す。 

上野山（捷）君：本日の卓話ありがとうございます。 

児島君：今夜は小望月（こもちづき）、楽しみです。 

中村君：親睦活動委員会の皆様、本日はお疲れ様です。 

松村君：晴れて良かったです。 

上野山（栄）君：橋本会長、日頃の行いが良いと雨は降ら

ないですね。夕日と月を楽しみましょう!! 

  令和元年９月２６日 第２９２６回 

・外部卓話：「『友』あれこれ」 

 渡辺誠二氏（ロータリーの友事務所所長・理事） 

・ソング：「四つのテスト」 

  令和元年１０月１０日 第２９２７回 

・外部卓話：「生活はチョコレート箱みたい」 

 任泰然君（米山奨学生） 

・ソング：「君が代」「奉仕の理想」 

１ 

点  鐘 

開催日 

２９２５ Nｏ． 

会長の時間  

島 海碩 書 

ゲストの紹介 

出 席 報 告              

ニコニコ箱の報告 

会 長 

幹 事 
R広報委員長  

橋本 拓也 

中元耕一郎 

脇村 重徳 



２ 

基本的教育と識字率の向上月間 

まと確認したいと思います。 

 お月見とは、主に満月を眺めて楽しむことで、中国の唐

（618-917）の時代の観月の宴「中秋節」に由来します。 

 中国では、陰暦7月を初秋、8月を仲秋、9月を晩秋とい

い、その月の満月を拝み、月を愛でる習わしがありまし

た。 

 十五夜の月見の習慣は、唐から伝わり平安時代より盛

んになりました。貴族たちは池に船を浮かべ、酒を酌み

交わし、欠けても満ちる月を生や不死の象徴と考えて愛

して詩歌をよみ、雅楽を楽しみながら、水面に映る月を

愛でました。江戸時代には、豊作を祈る収穫祭を行う日

として庶民に親しまれ一般家庭にもお月見が定着してい

きました。 

 「十五夜」とは、本来「満月」のことで、満月は1年に12回

あります。月は、満ち欠けを常に繰り返しており、新月か

ら満月になるまでに約15日かかります。そのことから満月

のことを「十五夜」と呼ぶようになったのです。 

 なかでも陰暦（旧暦）8月15日の満月は、1年で最も明る

く美しいとされる満月がみられることから「中秋の名月」と

いいます。 

 「月にはウサギさんが居て、餅つきしているんだよ。」と

いった、親から子へと受け継がれてきたこのお話は、月

の影の模様がウサギに見えることからです。 

 月の模様をどう捉えるかは国によって大きく違います。

日本と同じようにウサギとみているのは、韓国と中国で

す。南ヨーロッパの人は「大きなはさみのカニ」。東ヨー

ロッパの人は「女性の横顔」。北ヨーロッパは「本を読む

おばさん」。モンゴルは「犬」。アラビアの人は「ライオン」。

ロシアは「月に住む少女」など、世界中地域や国によって

見方が違っています。さて、皆さんは何に見えますか？  
 

（中元幹事） 

1）地区より 

①2019年9月14日 米山梅

吉記念館創立50周年記

念式典申込み一覧が届く

（当クラブからの参加者：

成 川 守 彦 君、橋 爪 誠 治

君、川口健太郎君、菅原

佳典君、任泰然君） 

②「令和元年8月 九州北部

豪雨災害」義捐金につい

てのお願いが届く（木本社会奉仕委員長にメールで転

送しました。） 

2）地区大会参加予定者は申込み用紙にご記入くださ

い。（締切り：9/12） 

  日程：10月26日（土）～２７日（日） 

  場所：ホテル・アゴーラリージェンシー堺 

3）ロータリーの友事務所所長の渡辺誠二氏を囲む会に

参加を希望される方は申込み用紙にご記入ください。

（締切り：9/12） 

  日時：9月25日（水）午後7時～ 

  場所：橘家 

  会費：5,000円 

4）休会のお知らせ：次週9月19日（木）は休会となります。 

（上野山（栄）Ｒ広報委員） 

【横組】 

P3 RI会長メッセージ マーク・ダニエル・マロニー 

   ロータリーのイベントに家族を連れて行くことを推奨

しています。これからが期待される若いロータリアンに

子どもはつきものですから、一緒にロータリーに触れる

機会を作りましょう。子ども達にロータリー精神を伝え、

世界に目を向けることにも繋がります。 

P7-P11  特集 言葉が人の未来を育てる 

   9月の基本的教育と識字率向上月間に合わせて、

素晴らしいグローバル補助金を使った事業が紹介され

ています。 

P12-P17  友月間にちなんでロータリーの友の歴史で

す。 

P13 下段の右端、66年目のロータリーの友の中での一

枚の写真。上皇后の美智子様のお父様、正田英三郎

氏のロータリアンとしての天皇様が生まれた時の写真

の投稿です。なんと、来年からの天皇誕生日はロータ

リー創立記念日と同じ2月23日になります。 

P18-P29 国際大会ハワイのPRです。 

   メジャーではない面白い場所なども体験的に紹介さ

れていて、国際大会に行きたくなる内容です。 

P32-P35 心は共に 思いは続く 復興支援 

              「ロータリー希望の風奨学金」 

   東日本大震災の被災者（親を亡くした22歳までの子

供たち）に対して素晴らしい奨学制度です。奨学生の

アンケートの言葉が物語っていて嬉しいです。 

P46 毎年、成川PGDが参加されているロータリー研究会

の予定が記載されています。 

【縦組】 

P4-P7  ラグビーから学んだ和の心  

        日本銀行金融機構局審議役 宮田慶一 

   ラグビーの精神について、ご自身のラグビー歴につ

いて、また、子ども達を教える中で、スポーツを通じて

の人間形成、親のタイプによって子どもの育ち方が分

る話、勝ち負けを意識させる教育がとても重要であるこ

と。また、仕事におけるラグビー精神での成功例や

ロータリー精神と重なる話など、読んでいただく価値が

あると思います。 

P9-P12  この人を訪ねて  

        木村皓一（きむらこういち）さん 八尾東RC 

   ミキハウスの社長の生き様、幼少期にポリオにかか

り、5歳で足が動かなくなる中を、どう乗り越えて現代の

会社を作ったのか、企業として数々の奉仕をされ、まさ

にロータリアンの真髄です。ご自身のクラブの野球クラ

ブの話も含めて、是非読んでください。目頭が熱くなり

ました。 

P24 ロータリーアットワーク  

        児童養護施設を訪問 堺RAC  

   堺RACの児童養護施設での活動が紹介されていま

す。 

P28 ロータリーアットワーク 

        地区RLI 再開 第2640地区 

   ロータリー・リーダシップ研究会の様子が掲載されて

います。 

 幹事報告  

ロータリー友誌  



 

＊情報・研修委員会（中村委員長） 

前期ＩＤＭのお知らせ 

開催日 令和1年10月9日（水）18時30分 

      令和1年10月10日（木）18時30分 

テーマ 「委員会活動はどのように運営するのが良いか」 

＊国際奉仕委員会（菅原委員長） 

ミャンマー国際事業について、2020年3月20日から23日

の予定で開催します。参加者募集を本日で終了致しま

すので奮ってご参加下さい。 

＊Ｒ財団委員会（松村委員長） 

成川守彦様から超多額の特別寄付をいただきました。 

 

 

「最近の宇宙政策を巡る動向」 

  

 

  経済産業省 

   製造産業局長 

  高田 修三 様 

 

 

 
遠い存在だった宇宙は、衛星データを介して農林水産、

防災、物流、通信等、今や国民生活と密接不可分です。

宇宙は、データドリブンでサイバーとフィジカルが高度に

融合した社会Society5.0の実現に寄与し、世界にゲーム

チェンジを起こしつつあります。 

 近年、衛星の小型化が進み、多数の衛星を組み合わせ

る「コンステレーション」（星団）という発想が生まれ、衛星

データの量も飛躍的に増えました。 

 農・漁業にも活用され、ベンチャーのウミトロンは、衛星

観測による水温等のデータと地上の生け簀内のデータ

で、効率的な養殖業を実施。青森県産の米「青天の霹

靂」は、衛星観測で美味しい刈り取り時期を判断して「特

Ａ」を取っています。衛星写真をもとに都市や世界の３Ｄ

地図を作ったり、石油タンク内の備蓄量推定もできます。 

 本年１月、日本はイプシロンロケット４号機を打ち上げ

「革新的技術実証プロジェクト」を実施。また、経産省は

文科省・JAXAと協力し、オープン＆フリーのプラット

フォーム「Tellus（テルース）」を、本年2月より運用開始

し、誰でも衛星データを簡単に利用できるようになりま

す。 

 更に、日本上空に長くとどまる「準天頂軌道」へ衛星を

配置し、世界初のセンチメートルレベルの精度の測位衛

星を実現し、自動車や農・工機の自動走行、船舶の自動

着桟、ドローンを使ったマイクロ物流、都市部の渋滞緩

和等へ利用が検討されています。米国ＧＰＳに依存せ

ず、日本の衛星だけで持続測位が可能となる準天頂衛

星７機体制の実現に、２０２３年度をめどに取り組んでい

ます。 

 更に、日本は、米国が提唱する、月の周回軌道への有

人拠点設置計画「ゲートウェイ」プロジェクトへ参画を決

定。トランプ政権が宇宙軍の創設を目指すなど、宇宙は

安全保障の観点からも必要不可欠で、防衛省とＪＡＸＡ

が、米国と情報共有を図りながら宇宙状況監視に取り組

んでいます。 

 反面、衛星の増加によるスペースデブリ（宇宙ゴミ）が、

宇宙空間の安定的利用を妨げる恐れがあり、ＪＡＸＡ衛星

も回避オペレーションを年数回行っています。 

宇宙関係予算は今年度、過去最大となり、更に予算確

保が必要です。宇宙基本法に基づき、「宇宙安全保

障」、「民生分野の宇宙利用」、「産業・科学技術基盤」を

３本柱とした「宇宙基本計画」を策定し、宇宙政策の推

進、宇宙基本計画工程表も整備しました。  

 

 

３ 

基本的教育と識字率の向上月間 

閉会・点鐘 （橋本会長） 

 卓 話 

委員会報告 

 

親睦月見例会     
場所：Testimone 

 例会後、懇親会が開催されました。 

 上野山（栄）直前会長の乾杯の挨拶の後、 

 福山ひでみ様による「双子の星」の朗読と 

 ミノ・ハーポ様によるハーモニカ演奏を 

 美味しいお食事とともに楽しみました。 

乾杯‼ 



 

 

 
 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

会員増強・新クラブ結成推進月間 

４ 

お月さまを見ながらの集合写真 

公益財団法人 米山梅吉記念館 創立50周年記念式典 
           日時：2019年9月14日（土） 

           場所：東レ総合研修センター（静岡県三島市）米山梅吉記念館 

  成川守彦君が米山梅吉記念館功労賞の 

           個人の部を受賞されました‼ 



 

５ 

日程 10月の例会プログラム 

10/3(木) 休会 

10/10(木) 

外部卓話 

任泰然君（米山奨学生） 

「生活はチョコレート箱みたい」 

10/17(木) 休会 

10/24(木) 前期ＩＤＭ発表 

10/31(木) 
クラブフォーラム 

「ローターアクト復活について」 

有田３ＲＣ合同ゴルフコンペ 
日時：2019年9月22日（日） 

     ７名の参加。台風の影響で雨予報でしたが、 

             皆様の日ごろの行いが良いおかげでお天気に恵まれました。 


