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１．真実かどうか

四つのテスト

２．みんなに公平か

言行はこれに照らしてから

３．好意と友情を深めるか

毎週木曜日 12:30
紀州有田商工会議所6F
〒649-0304
有田市箕島33-1
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有田ロータリークラブ
Tel (0737）82-3128
Fax (0737) 82-1020
昭和34年6月15日
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４．みんなのためになるかどうか

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」

次回のお知らせ

本日のプログラム

令和３年４月１日 第２９６８回
・会員卓話：脇村重徳君「地域の存立基盤を揺るが
す人口減少～有田市の将来人口の推計と課題～」
・ソング：「君が代」「奉仕の理想」

令和３年３月２５日 第２９６７回
・後期IDM発表
・ソング：「四つのテスト」

ニコニコ箱の報告

〔上野山（栄）SAA〕
橋爪（誠）君：任泰然君、あっという間の2年間でしたね。更
なる成長を期待しています。ＬＩＮＥ友達でいようね！！
上野山栄作委員長、本日のクラブフォーラム準備ありが
とうございます。よろしくお願いいたします。
井上君：本日のフォーラム皆様よろしくお願いします。任
君、修了おめでとうございます。
脇村君：クラブフォーラム、ご苦労さまです。よろしくお願い
します。
松村君：クラブフォーラムよろしくお願いします。
中元君：本日のクラブフォーラムよろしくお願いします。
川口君：本日のクラブフォーラム宜しくお願い致します。米
山奨学生、任泰然君2年間ありがとうございました。
丸山君：本日のクラブフォーラムよろしくお願いします。
菅原君：ご無沙汰しています。娘達が有田に移住してきま
した。
福原君：任君、奨学生修了おめでとうございます。新たな
ステージの活躍をお祈りします。
上野山（栄）君：任君、新たなステージでのご活躍お祈りし
ます。本日、クラブフォーラムよろしくお願いします。

前回の報告（第２９６６回例会）
開催日
開 催 日 令和３年３月１１日(木）

点

鐘

〔橋爪（誠）君〕

ゲストの紹介

〔川口親睦活動委員長〕
ゲスト：任 泰然 君（米山奨学生）

米山奨学金授与
橋爪（誠）会長より
任泰然君に
3月の米山奨学金が授与
されました。

修了書授与式

出 席 報 告

〔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２４名
（出席規定免除会員８名）

2640地区米山記念奨学生修了式がオンライン形式で
開催されるため、クラブにて授与式を行いました。
橋爪（誠）会長より、任泰然君に
米山記念奨学生修了書と記念品が授与されました。
また、2年間カウンセラーを務めていただいた川口君
に感謝状が授与されました。

会長の時間
「カカ・ムラド」

〔橋爪（誠）会長〕

本日、SAAの選曲で元気が出て、勇気づけられる音楽を
ご準備頂き、誠にありがとうございます。
本日は、2011年3月11日14時46分ごろに発生した東日
本大震災から10年の節目の日でございます。被害が広範
１

水と衛生月間
囲ですので、復興が順調に進んだとこ
ろ、道半ばのところ、まだまだのところ
など、テレビの報道を見ているとそう感
じております。また今後は、災害弱者
へのケアが非常に大切だと思われま
す。我々も関心を持って見守っていき
ましょう。
本日の会長の時間でご紹介さ
せていただきたいのが、カカ・ム
ラド（ナカムラのおじさん）という絵
本のお話です。2019年12月4日
アフガニスタンで凶弾に倒れた
中村哲医師の功績を伝える現地
で作られた絵本です。1984年パ
キスタンにてハンセン病棟に赴任
し治療を始め、そのかたわら難民
キャンプでアフガニスタン難民の
一般診療に携わったようです。
1989年よりアフガニスタン国内へ
の活動を広げ、山岳地帯過疎地
でハンセン病や結核など貧困層
に多い疾患の治療を開始。2000年から、干ばつが厳しく

年 ライラ委員会）、地区への出向の件 承認
⑤職業奉仕（箕島高校）3月16日の件 ＺＯＯＭ形式に
て開催 承認
⑥経済クラブ通常総会の書面決議の件 賛成で承認
⑦有田RCのHPにYouTube図書室開設の件（動画閲覧
バナーを掲載する） 承認
⑧その他 国際奉仕で何かできないか？（ラオス）
3.ガバナーエレクト事務所より
クラブ行事（周年記念式典・記念例会・その他）届出の
お願い
4.地区より、親子でロータリアンの集計表が来ています
5.和歌山県より、再度、コロナ禍での「県民の皆様へのお
願い」が届いています
6.例会変更は後方に掲示しています

ロータリー友誌

〔菅原R広報委員長〕
3月は水と衛生月間です。
日本では今まで「水と安全はタダ」の意識が強いといわ
れてきました。これは私たちが島国に住み、緑が豊富で
火山国であったため飲用に適する湧水が豊富でどこでも
すぐに手に入ったからでしょう。しかし、福島第一原発の
処理水の問題、異常気象による水害やそれに伴う山の崩
壊などによる災害などといった水と安全について改めて
考え直す時期が来たように思われます。友誌3月号には
水についての記事が多く掲載されています。
【横組】
P7～「安全できれいな水を考える」と題し日本での水に対
するロータリーの取り組み
P12～国交省や環境省の国における「水」への取り組みが
紹介
P19～シェカール・メータRI国際ロータリー会長エレクトの
インタビュー記事
P22～東日本大震災から10年これまでとこれからの復興
についての取り組みについて
P38,39大人の着こなし図鑑「春･夏トレンド」イタリアの最新
動向から
【縦組】
P26 ロータリー･アット･ワーク
ポリオ根絶のための募金箱設置の報告2640地区和泉
RC/和泉南RC取り組み

かんがい

なったアフガニスタンで飲料水・灌漑 井戸事業を始め、
す い り

2003年から農村復興のため大がかりな水利事業に携わ
りました。
二つの絵本のメッセージを要約、ご紹介いたします。
一つ目は、悪い水質が原因で子供たちが病気になっ
ていることに、診療を通して気づき根本解決のために、き
れいな水を確保するための水利事業を、現地の仲間た
ちと実行していく物語です。貧しさや、人の苦しみを自分
ことのように感じてくれるカカ・ムラド（ナカムラのおじさん）
への尊敬の念をもって、子供たちに中村哲医師の志を
受け継いでほしいと願っている絵本です。
二つ目は、中村哲医師がアフガニスタンで出会った子
供たちに伝えようとした想いです。どんな困難があろうとも
「知恵」と「ほんとうのやさしさ」の魔法を忘れないでほし
い。というメッセージを伝える絵本です。
貧しさ、負の連鎖を根本的に解決し平和的に限界集落
を立ち直すというSDG‘ｓの成功モデルの理想そのもの
が、中村哲医師が行った行為ではないでしょうか？
昨今、SDG‘ｓを世界的ビジネス的評価として注目を浴
びていますが、決して小手先でない、中村哲医師の実践
した「知恵」と「ほんとうのやさしさ」の魔法を大切にし、
我々企業人は、子供たちのために責任感を持って、前に
進まなければならないと思います。

クラブフォーラム

戦略計画委員会
委員長 上野山栄作 君

幹事報告

〔井上幹事〕
1.17日、18日IDM開催
2.第9回定例理事会3月4日
①2月試算表 承認
②3.4月例会プログラム 承認
③地区大会 信任状の件 承認
④脇村君(情報規定委員会)、川口
君（米山寄付増進小委員会.青少

第1回のフォーラムで話し合った有田RCのビジョン声
明の委員会での決定報告と、その達成を支える戦略的優
先事項の委員会提案を発表し、会員の意見を収集し、委
員会での最終決定に会員全体の意見を取り入れるため
に行うものとした。
２

水と衛生月間
先ず、RIのビジョン声明と4つの優先事項を確認し、そ
れに順ずる旨を確認した。
続いて、戦略計画委員会の年間タスクの説明を行い、
ビジョン声明と戦略的優先事項、年次目標の立案が本
年度の委員会の活動であり、スケジューリングと共に確認
を行った。
続いて、前回のビジョン声明（案）と前回のフォーラムで
の意見を考慮し、本年度の委員会としてビジョン声明を
発表。
第1回フォーラムでの意見
・楽しいロータリークラブでなければならない
・キャッチフレーズと行動指針のような項目に分けては
いかがか？
・若い人(20代後半から40代くらい)に向けた、わかりや
すいフレーズを設けてはどうか？
・有田らしい有田ならではの言葉が必要
決定したビジョン声明
「有田ロータリークラブは会員の自己研鑽と持続可能な
社会の実現をめざして協力し合い行動します。」
その達成を支える5つの優先事項（案）を発表
有田の若者に夢を（青少年育成・就労支援）
持続可能な有田へ
（域内経済循環・魅力あるまちづくり）
世界に良い変化を（RI推奨の国際奉仕・重点分野）
親睦を深める
（多様な会員組織・活動を楽しむ・自己研鑽）
職業倫理を高める（高潔性・職業奉仕）
その後、3つのグループに分かれて3つの質問につい
て、15分ほど意見を交わした。
① 5つの優先事項を聞いたイメージ
② それならこれはどうか？という様な意見
③ 全く違う側面の意見

検討いただいた意見について戦略計画委員会にて議論
を重ね、最終的な優先事項の設定を行いたいと考えま
す。会員皆様の貴重なご意見、有難う御座いました。

閉会・点鐘
３

〔橋爪（誠）会長〕

水と衛生月間

職業紹介事業
2020-2021年度 社会青少年奉仕委員会・職業奉仕委員会共催
開催日時：2021年3月16日（火）9：15～11：40
開催場所：和歌山県立箕島高等学校 体育館

協力企業：㈱オレンジライフ、(医)千徳会 桜ヶ丘病院、木本産業㈱、㈱ケイズ、
ENEOS㈱和歌山製油所、TKLC㈱、三洋建設㈱、(有)ラ・メール（説明順）

2022年度卒業予定の就職希望者
74名を対象に、各企業より10分程
度の職業紹介をしていただきまし
た。
新型コロナウイルス感染症への
対応を考慮し、
オンラインでの開催。

４

