第２６４０地区

No. 855
１７－１８年度 ＲＩテーマ
「ロータリー：変化をもたらす」
会
長
大浦輝彦
幹
事
辻本正成
クラブ会報委員長 南 良暢

四つのテスト

青少年奉仕月間

各ロータリアンは青少年の模範

例会日／毎週水曜日 １９：００
事務局・例会場／〒643-0025
有田郡有田川町土生４０９
吉備インターゴルフセンター

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

Ｅ－mail：
ＵＲＬ：

ＴＥＬ０７３７－５２－８９６０
ＦＡＸ０７３７－２２－６８００
info@arida2000rotary.club
http://arida2000rotary.club/

本日の

次回のプログラム

平成３０年５月２３日 第８５６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
外部卓話「無言社会でいいだろうか」
有田川町立石垣小学校 前校長 中文也 様

５月30日
６月6日
６月１３日

前回の報告（第８５5例会）

休会
会員卓話 芝 毅君
会員卓話 前 任君

有るそうです。
皆さんこれから暑い日が続きます、十分に体調
管理を行って元気な姿で例会にご出席頂きたい
塗思います。

開 催 日 平成３０年５月９日（水）
点鐘 大 浦 会 長
ソング「それでこそロータリー」
●会長の時間●
さんこんば
ん は、本 日
もご出席ありがと
うございます。本
日の卓話は「次年
度会長の時間」と
言うことで、南会
長エレクト、宜し
くお願いいたしま
す。
今週は月曜日から暑い日が続いています。室外で
の仕事等この時期は熱中症になる方が多く出てい
ます。熱中症の原因として、人間の体は皮膚から
の放熱や発汗によって体温を下げますが、外気が
皮膚温以上の時や湿度が非常に高いと、放熱や発
汗ができにくくなり、熱中症を引き起こすそうで
あります。
対策としては、こまめに水分を補給し、スポーツ
ドリンクなどの塩分や糖分を含む飲料を飲むこと
で吸収がスムーズにでき、汗で失われた塩分の補
給をすることや 通気性、吸水性のよい寝具で日々
ぐっすり眠ること、バランスのよい食事と摂り熱
中症にかかりにくい体つくりをすることが大切で

皆
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ガバナー月信、５月号の紹介をさせて頂きま
す。最初にガバナー報告として今期の分区活動
の再開と前進についてと言うことで、８分区中
６分区で分区全体の行事を実施するに至ってい
て、残り２分区も会長会議開催や地域内での会
長幹事会議が開催されることとなっているそう
で、今後はより活動が充実して、活溌に成って
いく事を期待していますとなっています。又、
２０１９年ＲＩ規定審議会への立法案提案の立
法案提案について、日本の３４地区から２９本
提出となっていて、当地区からの２本提出は地
区の誇りであるとあります。
次に寄付金の状況として、ロータリー財団へ
の大口寄付として、成川守彦パストガバナー(現
有田ＲＣ会長)より４月２日付けでロータリー財
団に対して１，５６０万円、米山記念事業団に
２００万円のご寄付があったことが報告されて
います。
最後に、｢今日からロータリアン｣活用のお勧め
として、新会員研修会で配布されたパンフレッ
トの活用を紹介されています。
３ページからは｢和歌山城南ロータリ－クラブ
創立３０周年記念行事｣及び｢羽曳野ロータリー
クラブ創立４５周年記念行事｣の記事がそれぞれ

有田２０００ロータリークラブ 会報
出ていまして、和歌山城南ロータリークラブで
は２箇所の友好クラブ及び姉妹クラブ、和歌山
市内の８ロータリークラブ会長幹事の皆さん、
岡本ガバナー他地区からの参加で盛大に開催さ
れたことが記事として出ています。又、羽曳野
ロータリークラブも岡本ガバナー他地区役員、
羽曳野市長他、分区９クラブの会長幹事様の出
席の下開催された記事が出ています。
４ページからは海南東ロータリークラブ寺下
卓様の記事として｢全国ロータリークラブ野球大
開の御紹介｣として、今年で35回を迎える野球大
会 に つ い て 紹 介 せ れ て い ま す。海 南 東 ロ ー タ
リークラブではオフィシャルの野球部が有りメ
ンバーが16人居るそうで在ります。毎年甲子園
球 場 で 開 催 さ れ、全 国 か ら １ ２ ０ 位 の ロ ー タ
リークラブが出場されるそうです。
大会の趣旨は「野球を通じて親睦の輪を広げよ
う」を実践し、全国のロータリアンと交流の汗
をかき親睦を図ることであるそうです。
５ページから８ページにかけては、分区の行
事報告として、４分区、３分区、1分区、５分区
の行事報告が紹介されていますので、ご一読下
さい。
９ページからは今月の予定と、ガバナー行動
日誌、ガバナー参加以外の3月地区開催行事、新
入会員紹介が掲載されています。
10ページからは地区の会員数と出席状況、裏
表紙にはＲＬＩ開催案内等が記載されています
のでご一読下さい。
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。

●ニコニコ箱報告●
大浦輝彦君：みなさんこんばんは、南様本日の次
年度会長の時間宜しくお願い致しま
す。
辻本正成君：本日は、南さんよろしくお願いしま
す。
前任君：南エレクト次年度宜しくお願いします。
寺村公博君：南さん本日は、期待しています。宜
しくお願いいたします。
樋口明君：南エレクトがんばってください。
永石睦巳君：南エレクト、新年度にむけて共に頑
張りましょう。

●卓話●
次年度の会長のための時間
南 良暢君
2011年8月に私の歯科治療中に当クラブの歯科
医であられる上田会員にお声掛けをいただき，私
も有田2000RCのメンバーとして今日に至っており
ます。2007年7月に私の父が不慮の事故により他
界して現職に就いています。もう11年です。その
父が我が有田2000RCの初代会長を歴任していたこ
とを上田会員より初めて耳にした時に運命を感じ
ました。私が2014年にクラブ幹事を務めさせて頂
いた時に大変お世話になった中野恵子会長はここ
には居ません。その姿がなくても私がクラブ会長
に就任している期間は，100%出席している中野会
員の幻影を感じずには居られません。当クラブを
これまで支えて下さった先輩会員たち様や新たに
出会えた会員たち様，さらにこれからまだ見ぬ会
員様に刺激を受けながら自分自身をより高めなが
ら有田2000RCの活性化に寄与したい信念を抱きつ
つこれからの一年間よろしくお願い申し上げま
す。

●幹事報告●
辻本正成君
◆例会変更（掲示）
◆ふれあいキャンプ
の出欠について
●出席報告●
会員数 出席者数 出

席 率

本日の出席

１７名

１４名 ８２.３５％

４／２５

１７名

１６名 ９４.１２％

さて入会当時より誰もが抱く疑問にロータリー
クラブって何？ライオンズクラブとの違いって何
だろ う？があると 思いま す。ロータリーは 1905
年，ライオンズは1917年の創立だそうです。ライ
オンズの創立者であるメルビン・ジョーンズは
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元々ロータリーの会員であり，そのロータリーク
ラブ内で会の運営にあたって意見が分かれたそう
です。メルビン・ジョーンズは奉仕活動に費用が
発生するのは当然であり，ある程度の支出は仕方
ないという意見だったそうです。対してロータ
リーは職業を通じての奉仕を理念としているので
お金はかけるべきではないという意見があり，メ
ルビン・ジョーンズはロータリーを離れてライオ
ンズクラブを設立して寄付や寄贈を中心とした奉
仕活動を展開したようです。例えば，ロータリー
は，道端にゴミが落ちていたら「どうすればゴミ
を捨てなくなるか」を考える。ライオンズは，道
端にゴミが落ちていたら「ゴミ箱を寄付する」と
いう思想の違いを持ち出す人たちも居るようです
が，現在ではその思想に差異はありません。

ります。確かに率先して会長職を買って出る会員は
少ないでしょう。会長職が形式的に周り巡ってきた
としても，その職務はクラブ運営という大きな責任
があり，強いリーダーシップが要求されます。有田
2000RCも各分野のトップの方々が自身のリーダー
シップを発揮して自身の事業を運営しています。こ
のようなロータリークラブの会長職という機会を形
式的にも与えて頂いたことを自分のこれからに活か
すべく職責を全うしたい所存です。皆様方のご指導
とご協力を引き出しながらこの一年間のクラブの活
性化に功績を残していければと思います。そのこと
が私自身をさらに向上させ，自身の職業奉仕の糧と
なることに期待して。

ライオンズクラブはどうなのか知りませんが，
ロータリークラブの原点は職業奉仕です。本来の
仕事がちゃんとできて初めて奉仕の気持ちが湧い
てくるんだと思います。
私たちが仕事や自身の職場運営を行っていく上で
環境や状況が変化していくことは必然でしょう。
そういった状況の中でも，私たちがその質や量を
高めていっている長所や短所をロータリークラブ
で明示していくことで，会員同士が刺激し合っ
て，また自身が高みに上り詰めることで社会に貢
献していくことがクラブの本質と考えたいです。

５月１８日
●南広小学校に図書を寄贈●

●閉会店鐘● 大浦会長

大浦会長、辻本正成君、吉水志朗君、樋口明君
が、寄贈に行かれました。
校長 坂本利文氏より、子供たちが新しい本が増
えると、とても喜
んでよく本を読ん
でくれると、感謝
の御言葉頂戴しま
した。
子供たちが、喜ん
でくれくのが楽し
みです。

私たちは，自己の利益や自身の事業だけでな
く，社会に適合でき，社会に好評を得られるよ
うに自身を見つめ直し，スキルアップし続ける
スタイルで居続けなければならないと思ってい
ます。
よく会員増強や維持とか叫ばれていて，本質を
見つめることもなく，単に物理的に退会者に声
かけをしたり，例会数や会費の軽減を示しなが
ら馴れ合い集団の増強を図ったところで，その
先に何が見えるのか懐疑的であると思います。
私が会長を勤める時に考えて居たことがあり
ます。それは少なくともこの有田2000RCの会員
一人ひとりが地域に貢献している職業人として
のそれぞれの理想郷はどこにあるのかを明示し
てもらいながら全員に共有していくことです。
さらにその理想郷にたどり着くために自身は，
どのように取り組もうとしているのか，弊害が
生じた時にどのように学んだのかをクラブで明
示して共有していく。そういった会員同士の集
合体として，私たちが時に馴れ合ったり，時に
本音でお酒を酌み交わしたりすることでより深
い親睦がはかれるのではないかと思います。そ
の先に自ずと会員増強，退会防止という結果が
得られると願っています。

5月16日
●新事務員 中尾さん歓迎会
会員との親睦を深めました。

会長とは形式的なクラブ代表者と考えれば気
が楽になる反面，やりがいが失われ，会長の意
義を自問したりして後継がいなくなりやすくな
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