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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 

2020-2021年度クラブ方針 

自制心と結束力を繋ぐ理解のハーモニー 
「学ぶLearning・感じFeeling・動くMoving」 

（橋爪（誠）会長） 

「ロータリアンと狼」 
 ロータリーのこと、有田ロータリー

クラブのことで疑問、質問があれば

私は必ず先輩ロータリアンに確認

します。いつも優しくお答えして頂

いています。しかし無知すぎると失

礼ですので、質問の前に事前知識

としてインターネットなどで下調べ

を心がけています。そんな時に時

折、田中毅PDGが運営する「源流の会」というホームペー

ジを閲覧し、勉強させて頂くことがあります。このサイトを簡

単に説明すると、ロータリー及びその関連資料をデジタル

化して保存し、インターネットを通じて会員に提供する事を

目的としています。今回、このホームページで良い言葉と

出会いましたので、ご紹介させて頂きます。 

 それはラドヤード・キプリング（1865-1936）の著者「ジャン

グル・ブック」の中の「群れの力がオオカミであり、オオカミ

の力は群れなのだ」という言葉です。 

 この言葉は何人かが引用しています。最初に引用された

のは1917年のRI会長レスリー・ピジョンが会長エレクト時代

のでした。また、その後ハロルド・トーマスも1959年にRI会

長を務め「ロータリー・モザイク」という名著の中で再三引

用しています。 

 －－－－－「ジャングル・ブック」より抜粋－－－－－－ 

ジャングルの掟 

木々に巻き付くツタのごとく、掟は隅々へいきわたる。 

群れの力がオオカミであり、オオカミの力は群れなのだ。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 ここで少しラドヤード・キプリングの生い立ちについて説

明させていただくと、彼はイギリス統治下のインド・ムンバイ

に生まれ育ち、５歳からイギリスで学校教育を受け16歳で

再びインドへ渡ります。新聞記者として働くかたわら、詩や
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前回の報告（第２９４６回例会） 

令和２年７月１６日(木）  

（橋爪（誠）君） 

 

（脇村例会運営委員長） 

本日の会員数２９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） 

 

 

（上野山（栄）SAA） 

橋爪（誠）君：皆出席表彰・決算報告・予算案発表・委員

会活動計画発表宜しくお願いいたします。 

井上君：近隣地区でも再びコロナが発生しましたね。皆様

ご自愛ください。 

上野山（捷）君：本日、活動計画発表をさせて頂きます。 

児島君：活動計画発表よろしく。 

脇村君：本日の活動計画発表よろしくお願いします。 

宮井君：今期の活動計画発表よろしくお願い致します。 

岩本君：他の用務の為、中座させて頂きます。 

中元君：本日の決算審議のご承認よろしくお願いいたしま

す。 

石垣（泰）君：本日は、活動計画の発表させていただきま

す。宜しくお願いします。 

嶋田君：本日、活動計画発表よろしくお願いします。 

上野山（栄）君：自宅近くの中学校でコロナが出ましたが、

接触の可能性が無く、通常の授業に戻りましたのでご

安心ください。 

 

 

 

  令和２年７月３０日 第２９４７回 

・会員卓話：中元 耕一郎 君 

 「四つのテスト」 

・ソング：「我等の生業」 

  令和２年８月６日 第２９４８回 

・会員卓話：脇村 重徳 君 

  

・ソング：「君が代」「奉仕の理想」 
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小説を書き発表し、25歳でロンドンの文学界にデビュー

しています。脚光をあびる代表作には、「ジャングル・ブッ

ク」「少年キム」「ゾウの鼻が長いわけ－キプリングのなぜ

なぜ話」などの子供の本を執筆し、1907年英語圏の作家

として初めてノーベル文学賞を受賞したという経歴の持

ち主です。 

 オオカミと聞くと、「群れ」と、「一匹オオカミ」という2つの

イメージを持つ方がいらっしゃると思いますので、オオカ

ミの習性をお浚いさせて頂きます。 

 オオカミの社会は群れ社会であり、ペア（夫婦）と未成

熟の子供たちからなるパック (pack, wolfpack) という単位

で行動するようです。パック内では夫婦のみが繁殖を許

され、子供たちは性的に成熟すると、ほとんどはパックを

離れ基本的に彼らはパックを築くまで一匹狼で過ごすよ

うです。 

 上記を踏まえ、オオカミの習性を引用してロータリー活

動を私なりに表現してみたいと思います。 

 職業奉仕の原点から申し上げますと、ロータリーの会員

各々は、会社や組織の一国一城のWolfpackを持ってい

ます。I serve の理念で各々の使命に取り組んできた一

匹狼の猛者達（ロータリアン達）が、ロータリークラブで出

会い、家族、兄妹のようなチームワークを築き、ロータリー

クラブでオオカミの群れを成す。ロータリーのルール（お

きて）に乗っ取り、さらなる自己研鑽をする。一匹オオカミ

の猛者達だった我々が、グローバルなパワーを持つロー

タリーに集い、世界平和の扉を開くことが、理想のロータ

リークラブではないでしょうか？ 

 ローターアクト、インターアクトが若い猛者達の卵たちで

あるように、一匹オオカミからWolfpackを築き、群れをな

し、ロータリークラブに加入して頂き、更にリーダーシップ

を発揮できる場所こそが、ロータリークラブであって欲し

いと願います。 

 適切な学びと、貴重な経験ができる、価値あるクラブこ

そが、存在し続けるクラブではないでしょうか？ 

 今後も我々ロータリアンにクラブの真価が問われ続ける

と思います。 

 オオカミを引用して、ロータリーを私なりにイメージさせ

て頂きました。 

 皆様はどう感じて頂けたでしょうか？ 

 

 

（井上幹事） 

1.ロータリー米山記念奨学会より「ハイライトよねやま」が

届いています。上期の普通寄付金のお知らせ。 

 

2.2640地区より「第19回ロータリー全国囲碁大会」のご案

内。米山記念奨学会・学友会主催バーベキューを、直

近の情勢を鑑み中止することといたしました。 

 

3.各クラブより 

 例会の変更報告が届いています。 

 

 

 

 

        

            （石垣（泰）前年度例会運営委員長） 

<100％皆出席優秀者> 

 ・石垣 泰伸 君         

 ・上野山 栄作 君       

 ・木本 隆昭 君         

 ・中元 耕一郎 君        

 ・橋本 拓也 君         

 ・松村 秀一 君         

 ・脇村 重徳 君  

                        以上13名 

 

<出席免除会員出席優秀者（60％以上の出席者）> 

                        以上8名 

 

 

 

 

2019-20年度決算について 

中元直前幹事より決算報告が

ありました。決算報告について

原案通り全員一致で可決され

ました。 

 

 

 

 

福原君、児島君の会計監査 

2名により7月13日に監査が行

われました。決算内容、各帳簿

類等適切であると認められた

旨、福原会計監査より報告があ

りました。 

 

 

 

 

 幹事報告  

皆出席表彰 

石垣（泰）前年度例会運営委員長より、出席優秀

者の発表があり、中元直前幹事より記念品が渡さ

れました。 

決算報告・監査報告 

・井上 修平 君 

・川口 健太郎 君 

・菅原 佳典 君 

・橋爪 誠治 君 

・福原 陽司 君 

・丸山 芳孝 君 

・岩橋 行伸 君 

・上野山 捷身 君 

・成川 守彦 君 

・應地 正章 君 

 ・石垣 洋介 君 

 ・岩本 道弘 君 

 ・児島 良宗 君 

 ・橋爪 正芳 君 



 

 

 

本年度の予算について、井上

幹事兼会計より説明があり、全

員一致で現案通り可決されまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 丸山職業奉仕委員長    石垣（泰） 

                   社会・青少年奉仕委員長 

 福原国際奉仕委員長    上野山（捷） 

                   米山記念奨学会委員長 

 

    

 上野山（栄） 

    戦略計画委員長 

３ 

 

閉会・点鐘 （橋爪（誠）会長） 

予算(案)審議 

日程 8月の例会プログラム 

8/6(木) 
会員卓話 

脇村 重徳 君 

8/13(木) 休会 

8/20(木) 

外部卓話 

金井 博子 氏 

体質改善 

 スポーツインストラクター 

（録画映像） 

8/27(木) 
会員卓話 

上野山 栄作 君 

活動報告の発表 

本日発表されました

各委員会の活動計画

の内容につきまして

は、後日配布します

「クラブ概況」をご

覧ください。 

～お知らせ～ 
 

 

次回８月６日（木）より 

通常通りの例会場です。 

 

時間：12：30～13：30 

 

例会場： 

 紀州有田商工会議所 6F 


