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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 次回のお知らせ 

2022-2023年度クラブ方針 

「行動を起こして徳を積む」 

〔橋爪（誠）SAA〕 

井上君：地区大会参加して来ました。次は世界大会！！ 

上野山（栄）君：先日の地区大会にご参加の皆様お疲れ

様でした。本日、スリランカ・コロンボミッドシティRCの皆

様、ZOOMでの例会参加ありがとうございます。お話し

楽しみです。 

石垣君：先日、家内の誕生日にお花をいただき、有難うご

ざいました。 

上野山（捷）君：ヒマニさん、スリランカの話楽しみにしてい

ます。 

橋爪（正）君：ヒマニさん、ようこそ有田ロータリークラブへ。

本日の卓話興味深く聞かせて頂きます。 

脇村君：Himaniさん、本日の卓話よろしくお願いします。 

中村君：地区大会では井上会長はじめ皆様にお世話にな

りました。久しぶりの小宴、楽しかったです。本日、集団

接種のため早退します。 

宮井君：お久しぶりです。欠席ばかりですみません。 

岩本君：Himaniさん、本日は卓話有難うございます。楽し

みにしています。 

松村君：井上会長、中村先生、ごちそうになりました。ヒマ

ニさん、お話楽しみです。 

川口君：Himani Wijemanne様、本日の卓話、宜しくお願い

致します。勉強させて頂きます。 

木本君:Himani Wijemanneさん、ようこそ有田ロータリーク

ラブへ。本日の卓話宜しくお願いします。 

児嶋君：ヒマニさん、卓話よろしくお願い致します。 

菅原君：ヒマニさん、卓話よろしくお願いします。 

辻君：ヒマニさん、本日卓話勉強させていただきます。 

橋爪(誠）君：コロンボMid-city clubの皆様、本日はリモート

参加ありがとうございます。ヒマニさんへ、ご縁を大切に

育みたいですね。       

          

         

開 催 日 

THE ROTARY CLUB OF ARIDA 

 

前回の報告（第３０２２回例会） 

令和４年１１月１０日(木）  

〔井上会長〕 

 

 

               〔親睦活動小委員会 辻委員長〕 

ゲスト：3220地区 コロンボ・ミッドシティRC/スリランカ 

         Mr. ARI ( Past President Rotarian) 

         Mr. Shehantha 

         (Secretary  cum President elect -Rotarian) 

         Ms.Nilmini 

         Ms.Himani Wijemanne 

 

  

               〔親睦活動小委員会 辻委員長〕 

会員誕生：成川雅史君（11/6） 

配偶者誕生：石垣よしみさん（11/9）、 

        脇村佳世子さん（11/19）、 

        應地拓子さん（11/20） 

結婚記念：上野山栄作君（11/3）、北畑貴行君（11/3）、 

       井上修平君（11/11）、辻恭治君（11/13）、 

       川口健太郎君（11/18）、手島政嘉君（11/27） 

  令和４年１１月１７日 第３０２３回 

・外部卓話：西岡 摩帆氏（財団学友） 

 「イギリスのロータリークラブでの思い出」 

・ソング：「日も風も星も」 

  令和４年１２月１日 第３０２４回 

・会員卓話：中村 吉伸 
 「新型コロナウイルス感染症 オミクロン株について」 

・ソング：「君が代」「奉仕の理想」 

１ 

点  鐘 

開催日 

３０２２ Nｏ． 

島 海碩 書 

今月の誕生・結婚祝 

ニコニコ箱の報告 

会 長 

幹 事 
R広報委員長  

井上 修平 

上野山栄作 

中村 吉伸 

ゲストの紹介 

11月結婚記念 

（左から） 

 上野山 栄作君 

 川口 健太郎君 

 辻 恭治君 

 井上 修平君 

おめでとうございます！！ 



２ 

ロータリー財団月間 

 

        〔例会運営小委員会 上野山（捷）委員長〕 

本日の会員数２６名 

（出席規定免除会員８名） 

出席会員１７名 

（出席規定免除会員６名） 

 

 

〔井上会長〕 

「地区大会に参加して」 
 2022－2023年度 地区大会 立法案

検討会に参加してきました。審議事項

に於いて、後日説明を求める議案と否

決され再審議となる議案があったた

め、会員の皆様には後日改めて報告し

ます。 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔上野山（栄）幹事〕  

1.RI誌 Rotaryが届く 【回覧します】 

2.RI日本事務局より 

 手続き要覧のデジタル化の案内が届

く 

3.地区より 

（1）地区大会ゴルフの参加お礼が届く  

 【松村さんに】 

（2）地区大会参加お礼が届く 【後方に掲示】 

4.岩出RCよりオープン例会の案内が届いています 

 12月15日13：30〜15：00 ホテルいとう3F 

 申込〆切12月5日 

 講演「インドネシアとの国際交流」  

  那智勝浦町立温泉病院 名誉委員長 木浦 賀文 氏 

5.岩出RCより週報が届く 【回覧】 

 田辺東RCより週報が届く 【回覧】 
6.社会福祉法人和歌山共同募金委員会より 
 赤い羽根共同募金についての案内が届く 

 

 

 

 

 

リラックスタイム 

 幹事報告  

会長の時間  

出 席 報 告              

 卓 話 

森本ガバナーのご発生 RI会長代理水野様 

くき宮司 

（鬼のテンがありません） 
一文字は「今」 

晩餐会のコンサート 

この人ええかも？ 
ノリノリでした 

2日目、 

集合写真ですが…？ 

会場はこんな感じ 

大会前の一服 

大会前のコンサート 

昨日と違ってクラシック 

米山奨学生と記念撮影 

Mr. ARI  
( Past President 

Rotarian) 

Mr. Shehantha 
  (Secretary  cum 

President elect -

Rotarian) 



          

          

         

 

 

 

 

 

 

 

「スリランカの現状と私のクラブ」 
Ms.Himani 

 有田ロータリークラブの皆様、こんにちは。はじ

めに、私の自己紹介と有田ロータリークラブとのつ

ながりをお話します。私はスリランカの首都コロン

ボで旅行業を営んでいます。私は1984年3月から丸1

年間、国際交換留学として和歌山県立耐久高校の学

生になりました。和歌山県に初めて来たスリランカ人でし

た。当時の和歌山の人はスリランカのことを全く知りませ

んでした。そんなわけで、人気者になりロータリークラブを

始め、たくさんの団体の方々にスリランカの話をしました。

和歌山の弁論大会にも出場して優勝もしました。当時は

色々な良い思い出があり、今でもそれを思い出すとすご

く懐かしいです。 

 それ以来、日本は私の第2の故郷になっています。耐

久高校の英語の先生と箕島高校の国語の先生の薮添さ

んご夫婦がホームステイ先の両親でした。今でも日本の

両親に感謝しています。とても大事にしてくれ、38年経っ

た今でも連絡をしています。同様に生馬先生ご夫婦も良

くしてくくださり、現在も交流しています。 

 1993年に生馬千明先生が有田ＲＣの会長の時には10

人くらいの会員と共にスリランカにいらっしゃいました。そ

の時、私の友人のＲＣを紹介して、色々な面での援助を

いただきました。残念ながら、私はRCのメンバーではあり

ませんでしたのでロータリークラブ同士のコネクションは

結べなかったのです。 

 私は2年前に色々な問題を抱えた病院や人々のために

私の出来る範囲のことがしたいと考えて、コロンボ・ミッド

シティRCへ入会しました。今年は社会奉仕委員長に任

命されています。私が生馬先生にお願いして有田ＲＣの

上野山さんをご紹介いただきました。その結果が今日の

この集まりです。この繋がりをお互いのために続けていき

たいとコロンボ・ミッドシティRCの皆さんも思っています。 

 

Ms.Nilmini 

今現在は千葉県の成田市に住んでいますが私もコロ

ンボ・ミッドシティRCのメンバーです。当クラブは36年の

歴史があります。スリランカには80のロータリークラブがあ

り、2000人の会員がいます。当クラブはスリランカの南部

にあり、主な活動は内戦後の貧困社会における、孤児に

対する支援や、水の衛生問題に取り組みました。また、

麻薬の撲滅を目指した活動等も行ってまいりました。北

部に津波が起こった時にも家を失った方々の支援を行

いました。最近ではトイレ建設、また薬不足の病人に対

する支援等、国民のニーズに応えてきました。 

近年、南部の水が汚染され、多くの子供や老人が肝

臓病、腎臓病で苦しんでいます。次年度の事業で安全

な飲料水を確保するためにフィルター支援をしたいと考

えています。現在はオーストラリアやイギリスのロータリー

クラブと姉妹クラブ関係で事業に取り組んでいますが、そ

の水の事業を有田ＲＣと姉妹クラブとしてお手伝いできれ

ば幸いだと考えています。今後とも友好を育んで参りま

しょう。 
 

ロータリー財団月間 

３ 

日程 12月の例会プログラム 

12/1(木) 

会員卓話 

 中村 吉伸 君 

「新型コロナウイルス感染症 

 オミクロン株について」 

12/8(木) 年次総会 

12/15(木) 

外部卓話 

 瀬戸 悠輔 氏 

 岸田 勇人 氏 

（BLUE MARBLE） 

12/22(木) 
前期委員会活動報告 

（SAA・理事のみ） 

12/29(木) 休会 

次週 

11月24日（木）は 

休会です 

閉会・点鐘 〔井上会長〕 

 Ms.Himani  

   Wijemanne 
Ms.Nilmini 


