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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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次回のプログラム
６月２０日
６月２７日
７月 ４日

前回の報告（第８５７例会）
開 催 日 平成３０年６月６日（水）
点鐘 大 浦 会 長
ソング「君が代」「奉仕の理想」
●会長の時間

皆 さば んん こは、ん
本日もご出席あ
りがとうござい
ます。
本日の卓話
は、会 員 卓 話
芝 毅会員で
す。芝 毅 様、
後ほどの卓話よろしくお願いいたします。
ロータリークラブ６月は「ロータリー親睦活動
月間」です。レクリエーション活動や保健と医療
問題に共通の関心を寄せるロータリアンや、類似
した職業を持つロータリアン同士の国際親善と善
意の重要性を認識し、親睦活動への参加の増加及
びこのプログラムに対する理解を促進するため、
ＲＩ理事会によってロータリー親睦活動月間とし
て指定されたのである。ＲＩ理事会は、各親睦グ
ループがプロジェクト、活動及び催しを通して６
月の「ロータリー親睦活動月間」を祝う活動を強
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各委員会活動報告
一年を振り返って
新旧会長・幹事・運営方
針発表

調するよう奨励するとなっています。
親睦の言葉の意味は、「互いに親しみ合い、仲
良くすること」です。有田2000ロータリークラ
ブも会員相互の親睦を図ると同時に、新会員増
強に向けた取組みを継続していくことが必要で
あると考えますので、皆様ご協力よろしくお願
いします。
６月、私の会社では｢全国安全週間｣の準備期
間となっています。本週間は７月１日～７日迄
です。厚生労働省の平成３０年度全国安全週間
実施要領では趣旨として「全国安全週間は、昭
和３年に初めて実施されて以来、 「人命尊重」
という崇高な基本 理念の下、 「産業界での自
主的な労働災害防止活動を推進し、広く一般の
安全意識の高 揚と安全活動の定着を図ること」
を目的に、一度も中断することなく続けられ、
今年で91回目を迎えるそうであります。又この
間、事業場では、労使が協調して労働災害防止
対策が展開されてきました。この努力により労
働災害は長期的には減少しているが、平成 29
年の労働災害については、死亡災害が３年ぶ
り、休業４日以上の死傷災害が２年連続で、前
年を上回る見込みである。また、第13 次労働災
害防止計画が平成30年度を初年度として新たに
展開されることを踏まえ、働く方一人一人がか
けがえのない存在であり、各事業場で一人の被
災者 も出さないという基本理念の下、日々の仕
事が安全なものとなるよう、不断の努力が 必要
である。 このような状況を踏まえ、更なる労働

有田２０００ロータリークラブ 会報
災害の減少を図ることを決意して、平成30年度
全国安全週間のスローガンとして、
「新たな視点でみつめる職場 創意と工夫で安全
管理 惜しまぬ努力で築くゼロ災」｣
を掲げて取り組むこととなっています。
私の会社でも期間中、安全パトロールの強化や
ポスター等での掲示、安全に関する講習会を実
施します。
日々の仕事においても、危険予知活動（ＫＹ
Ｔ）やリスクアセスメントを行い作業に従事し
て貰っているのですが、大きな怪我はなくても
｢事故の目｣や｢ヒヤリハット｣が中々無くならな
いのが現状であります。
皆さんの日々の仕事や生活においても安全は
大変重要な事であると思います。これから暑い
日も続き 体力的にも疲労が溜ま ってくる時期
で、集中力や注意力が低下する時期でもありま
す。
この安全週間準備期間を利用して、それぞれ
に発生するリスクを洗い出して見るのも良い機
会であると思います。安全とは｢危険がなく安心
なこと。傷病などの生命にかかわる心配、物の
盗難・破損などの心配のないこと。また、その
さま｣という意味だそうです。
安全が永く続く工夫を常に考え、継続して実施
していくことが大変重要であると思います。
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。

辻本 正成君

●出席報告●
梅本 茂喜君

会員数 出席者数 出 席 率
本日の出席

１６名

５／１６

１７名

３名

８１.２５％

１５名 ８８.２４％

○ロータリーの友6月
号 注目記事の紹介
会長エレクト
（南良暢君）
横組
Ｐ12～広島・被爆樹木を植樹
Ｐ14～第１９回国際ロータリー囲碁大会
ロータリー親睦活動グループ
Ｐ16～東京パラリンピックを応援
小 池 都 知 事 が、パ ラ リ ン ピ ッ ク の 関 心 を 高
めるため、ポッチャのチームを都庁に作った。
「ポッチャ」赤又は青の皮製ボールを投げ、白い
的球玉→ジャックボール（目的球）にどれだけ近
づけられるかどうかを競う競技で、障害スポーツ
である。
Ｐ27～東京ＲＣ設立＆日本のロータリー１００周
年を祝う鐘

●幹事報告●
辻本正成君
○報告事項
1.例 会 変 更（掲
示）
2.６ 月 号 の 月 信
の配布日につい
て 6/18日以降
他地区パストガ
バナーから厳しい指摘
地区立法案検討会における議決事項の具体的執
行と久保治雄君に対する警告書発信について
申し入れ書、反論文（回覧）
3.例会終了後、第１２回理事会いたします。

縦組
Ｐ4～シマフクロウの森づくり
Ｐ16～次年度ＲＩテーマ
「人の心に火をつけるリーダーになろう」
「ロータリアンの心を奮い立たせよう」
「モチベーションを高めるリーダーになろう」
Ｐ22～ベトナムで国際奉仕
99％の子が虫歯 93％の子が歯肉炎にかかって
いた。

●各委員会報告●
本日例会終了後、理事予定者委員会を開催い
たします。（永石睦巳君）
●親睦委員会●
６月会員誕生日
前 任君

1年間ロータリーの友との生活ありがとうござ
いました。

２

有田２０００ロータリークラブ 会報
●ニコニコ箱●

大浦輝彦君：みなさんこんばんは。芝様本日の
卓話宜しくお願い致します。
辻本正成君：芝さん本日は、宜しくお願い致し
ます。
前任君：芝さん本日の卓話宜しくお願い致しま
す。時間が足らないのでしたら、来週もあけてお
きますけど。。。
上田益稔君：芝さん卓話頑張ってください。
永石睦巳君：芝さん本日は、宜しくお願い致し
ます。
芝毅君：本日は、下手な卓話ですいません。

２０００年の出来事
シドニーオリンピック開催
白川秀樹名誉教授がノーベル化学賞を受賞
イチロウが野手として日本初の大リーガーとなる
三島島噴火で全島民避難
新紙幣２０００円札発行
ＢＳデジタル放送開始
サザンオールスターズ（ＴＵＮＡＭＩ）がシングル
歴代売上1位
ユニクロ化現象プレステ２発売
サントリーＤＡＫＡＲＡ発売
キリンビバレッジ 生茶発売

●卓話●

流行語
最高でも金 最低でも金（田村亮子）
すごい楽しい42キロでした。（高橋尚子）
Ｑちゃん（高橋尚子）
自己中（自己中心）
ＩＴ革命（情報技術）
おっは～（香取慎吾）

２０周年にむけて
芝

毅君
私は、この有田２０００ロータリークラブに
入会して、２０年になります。そして、次年度は
２０周年という事で、２０年続けてこれたのは、
皆さんのおかげでもありますが、自分自身凄い
ことだなと、今実感しております。
入会したころは、家族ぐるみで色々な親睦会に
参加させていただきました。今では、とても懐か
しく思っています。又、会員の先輩方に様々な事
を教えて頂き、とても厳しかった事も、多かった
のですが、今では良い思い出となっております。

事件
コンピューター２０００年問題
西鉄バスジャック事件
介護保険制度始まる
小渕恵三首相が死亡 後任は森喜朗
世田谷一家殺害事件が発生

２０年の意気込みとしまして、
「心に火をつけ
るリーダー」「モチベーションを高めるリダー」
皆さんのお力をお借りして、心に残る２０周年
にしたいと思っています。

●閉会点鐘●
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大浦会長

