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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
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本日のプログラム
平成２９年９月２７日第８２８回
ソング「手に手つないで」
会長の時間
幹事報告
委員会報告
ニコニコ箱報告
出席報告
卓 話：広川町教育委員会
平井 正展様

前回の報告（第８２７例会）
開 催 日 平成２９年９月２０日（水）
点 鐘 大 浦 会 長
ソング「それでこそロータリー」
ゲスト 地区情報規定委員長
北岡 満様（富田林RC）

●会長の時間●大浦 輝彦会長
皆さんこんばんは、本日
もご出席ありがとうござ
い ます。本日 は地区情 報
規定委員長 北岡満様、
ご出席頂きましてありが
と うござ います。後ほ ど
の 卓話、よろ しくお願 い
いたします。
週 末、大 型 台 風 の 通 過
が ありま したが、皆様 被
害は無かったでしょうか?! 週末の台風１８号は
｢タリム｣と言う名前でありました。今日は台風の
名前の由来について話してみたいと思います。日
本の気象庁では１月１日以降、最も早く発生した
台風を第一号として以降発生順に番号を付けてい
るそうです。又、一度衰えて熱帯低気圧になった
ものが再び発達し台風になった場合は同じ番号を
付けているそうです。台風はもともと、アメリカ

次回のプログラム
１０月 ４日 クラブフォーラム
１４日 白木海岸清掃奉仕
１８日 地区戦略委員長
豊田 泰史様
（和歌山南RC）

が英語名（人名）を付けていたそうですが、北西
太平洋および南シナ海で発生する台風防災に関す
る各国の政府間組織「台風委員会」（日本含14カ
国等加盟）は、平成12年（2000年）から、北西太
平洋または南シナ海の領域で発生する台風に同領
域内で用いられている固有の名前（加盟国などが
提案した名前）を付けることになっているそうで
す。
平成12年の台風第1号にカンボジアで「象」を意
味する「ダムレイ」と名付けられ、以後、発生順
にあらかじめ用意された140個の名前を順番に用い
て、その後再び「ダムレイ」に戻るそうです。台
風の年間発生数の平年値25.6個であるので、おお
むね5年間で台風の名前が一巡することになるそう
です。（別表参照：今回の台風「タリム」は１３
６番目）
因みに、日本からは１０個の名前（テンビン・
ヤギ・ウサギ・カジキ・カンムリ・クジラ・コッ
プ・コンパス・トカゲ・ワシ）が登録されている
そうで、全て星座の名前に由来するそうで、理由
は台風の影響を一番受ける船舶の運航に、大昔か
ら人間は星座を頼りに航海をしてきたからである
そうです。なお、台風の名前は繰り返して使用さ
れますが、大きな災害をもたらした台風などは、
台風委員会加盟国からの要請を受け、その名前を
以後の台風に使用しないように変更することがあ
るそうです。
又、この台風名の慣例の目的は、大きな影響を
与えたために将来にわたって言及されるであろう
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台風が同じ国際名となってしまうと混同して使用
される恐れがあると考えられるのでからだそうで
す。例えば、2002年に朝鮮半島に大きな被害を与
えた台風15号の国際名Rusaは、次回はNuriに変更
になることが決まっているそうで、2003年に朝鮮
半島に大きな被害を与えた台風14号の国際名Maemi
も、次回はMujigaeに変更になることが決まってい
るようです。
また、発達した熱帯低気圧が東経180度より東など
の領域から北西太平洋または南シナ海の領域に移
動して台風になった場合には、各領域を担当する
気象機関によって既に付けられた名前を継続して
使用します。このため、｢台風委員会｣により決め
た名前以外の各領域を担当する気象機関が既に付
けた名前を継承して使用するそうです。
ロータリーの話に戻りまして、９月ガバナー月信
紹介
Ｐ１･･･岡本ガバナー特別報告として、九州北部集
中豪雨被害義援金の件について５９クラブから2､
896,826円の義援金が集まり、ガバナー事務所慶弔
見舞金目より103,174円支出処理し8月25日に2700
地区ガバナー指定口座に300万円送金したに関する
記事他が出ています。
Ｐ２･･･クラブ社会奉仕委員長会議についてのご報
告 （谷脇良樹委員長）
Ｐ３･･･青少年短期交換留学生 関連行事のご報告
（青少年交換委員会 委員 米澤清和）
Ｐ４･･･国際ロータリー世界本部でのワークショッ
プ報告(国際奉仕委員会委員長中野一郎）
Ｐ５･･･８月の地区行事紹介 ロータリー財団地区
補助金の審査結果報告(中野均ロータリー財団委員
会委員長)・米山記念奨学委員会の活動状況ご報告
(山本佳弘米山記念奨学委員会委員長)
Ｐ６･･･2017-2018年度 国際ロータリー第2640地
区委員会組織表
Ｐ７・8･･･各クラブの新入会員紹介
Ｐ８･･･各クラブの新入会員紹介
Ｐ９･･･第２６４０地区
会員数及び出席報告
（６月版）
Ｐ１０･･･今月の行事日程、ガバナー行動日誌、ガ
バナー参加以外の８月地区開催行事
裏表紙（分区情報・次年度に向けての行事予定
のお知らせ）
以上で会長の時間を終わります。ありがとうござ
いました。

●各委員会報告●
◆会員親睦委員会 上野祥弘君
９月の誕生日 平松 一彦君

●出席報告●
会員数

出席者数

出 席 率

本日の出席

１７名

１２名

７０．５９％

９／６

１７名

１５名

８８．２４％

●ニコニコ箱報告●
大浦輝彦君：みなさん、こんばんは！北岡様本日
はようこそおいでくださいました。
卓話宜しくお願い致します。
辻本正成君：北岡様遠い所お越しくださり有難う
ございます。本日宜しくお願い致し
ます。
前
任君：地区情報規定委員長 北岡様 お忙
しい中有難うございます。
上野祥弘君：北岡委員長様 本日宜しくお願い申
し上げます。
佐藤栄志君：地区情報規定委員長 北岡様 本日
は遠い所お越し頂き有難うございま
す。

●卓話●
２０１７―２０１８年度
２６４０地区情報規定委員会の活動とＲＩの新し
い動き
地区情報規定委員長
北岡 満様（富田林RC）

●幹事報告●辻本正成君
◆例会変更（掲示）
◆有田青年会議所よりわん
ぱく相撲の報告
◆PDG久保様より2016-17年
度決算書類開示請求
◆ハイライトよねやま
◆有田ＲＣの卓話のご案内
◆新入会員研修会の日程の
ご連絡

今日は、今年度の２６４０地区情報規定委員会
として、ＲＩの２０１６年規定審議会で決議され
た新しい風（柔軟性）の動きをお伝えし、それが
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各クラブの細則の変更にどのように反映されてい
るかを、回答いただいたアンケートからその実態
を読み解き、さらに次の２０１９年規定審議会に
提案する、制定案などを中心にお話させていただ
きたく存じます。
１、今年度の地区情報規定委員会の活動予定
①委員長会議
日時：１２月１０日午後１時３０分区情報規定
員長会議の準備、
場所：ルミエ―ル華月殿
②２０１９年規定審議会へ提案する制定案の取り
まとめについて現在２案が出されている。地区
大会での議決を求める考えである。
③クラブ細則についてのアンケートの取りまとめ
と集約、分析
２、クラブ細則のアンケートの集約と分析
①例会の頻度、
月２回 ３クラブ
月３回 4クラブ
毎週
57クラブ
圧倒的に毎週開催のクラブが多いが、それ以外
のクラブがあることに注目したい。
②例会の種類
顔を合わせる例会 ６３クラブ
その他
３クラブ
Ｅクラブでないクラブで、オンラインのビデオ
チャットで例会に参加できるクラブが出てき
た。
③例会の休会時について
4回まで取りやめできる、
33クラブ
祝祭日の例会を取りやめできる、
9クラブ
両方の採用
21クラブ
④会員の種類
法人会員
１クラブ
家族会員
２クラブ
準会員
２クラブ
⑤委員会
ＣＬＰ委員会
55クラブ
なし
11クラブ
⑥入会金の変更
なし
50クラブ
変更有（減額ないし0）
14クラブ
⑦年会費の変更
変更なし
57クラブ
変更有
8クラブ
３、今後のクラブの運営の方向について
会員の皆さんがロータリーライフをエンジョ
イするには、どのような方法が最適であるか、ど
のような義務や負担を求めるかについては、今後
は大きな部分が各クラブの自主性に任されるよう
になった。従来の枠を超えても会員の求めるもの
であれば、柔軟に対処できる。
貴クラブも、会員の皆さんでこのアンケートの結
果を検討いただき、どの方法が皆さんのクラブに
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最適であるか、議論していただき、会員の皆さん
に有田２０００ロータリークラブに長くいてよ
かったと思えるクラブであってほしいと考えてい
ます。それに少しでも協力できることがあれば、
手持ちの情報はいつでも提供させていただきま
す。今後とも情報規定委員会に何なりとお申しい
ただければと存じます。
文
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●閉会点鐘●
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9/23（土）
有田３クラブ合同ゴルフコンペ
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