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　９月６日に第２回市内９ＲＣ会長幹事会がここダイワロイネットにおいて開催されました。
　和歌山中ロータリークラブからＩ.Ｍ.としての合同プロジェクトとして提案されておりました

「フィリピンにおける若い世代のための教育プロジェクト」は賛同できないというクラブが多数あ
りました。
　当クラブもこの後の理事会において正式に回答を出すところです。

　また、ＮＰＯ法人花いっぱい推進協議会より依頼のあった各クラブ３万円の分担金負担と１１月６日（日）に行
われますＪＲ和歌山駅前花壇植え替えに各クラブ３名程度の参加について例年どおり協力することになりまし
た。
　あと、例年どおり和歌山県知事への表敬訪問を１０月６日（木）に行うことに決定、ただ和歌山市長への訪問は
未定です。
　会議のあと、樫畑幹事と一緒に和歌山北ロータリークラブの会長・幹事と来週の合同例会の打ち合わせをし、
進行表などの確認をしました。
　合同例会と同時にガバナー公式訪問もあります、中でも福井ガバナーのガバナーアドレスを楽しみにしており
ます。

　来週はガバナー公式訪問及び和歌山北ロータリークラブとの合同例会となっております。
　９月１６日（金）午後６時３０分よりアバローム紀の国11Ｆにて開催致しますので、１５日の
例会はございません。お間違いのないようよろしくお願いいたします。尚クールビズの期間中で
すが、ネクタイ着用でお願いいたします。
　・こばと学園だよりが届いております。………………………………………………………回覧

　・日本ライトハウスより「２０１７年盲導犬カレンダー発売のご案内」が届いております。………………回覧

　次週、卓話のお願いの案内状を再度いれさせて頂きますので、よろしくお願いいたします。

　本日皆様に松本空港ロータリークラブ創立３０周年記念式典・合同例会の案内をお配りしてお
りますので大勢のご出席をよろしくお願いいたします。

会 長 報 告� 上中　崇司  会長

幹 事 報 告� 樫畑　友洋  幹事

委 員 会 報 告

プログラム委員会 � 赤井　雅哉  委員長

親睦委員会 � 佐藤　義記  委員長



1 真実かどうか

 2 みんなに公平か

　「格に入（い）りて格を出でざる時は狭く、また格に入らざる時は邪路にはしる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　格に入り、格を出でてはじめて自在を得べし。」　松尾芭蕉

　これは松尾芭蕉の言葉で、俳諧の心得として述べた言葉らしいです。ここでの「格」とは原理原
則のことだと私は理解しています。ですから、意味するところは「原理原則は大事である。しか
しそれのみに縛られると偏狭な考えになってしまう。かといって原理原則を無視すれば、それは

でたらめで終わる。原理原則をマスターして、その上でそこから抜け出して初めて自分の在り様が発揮できる」っ
て風に理解しています。この心得は、全てのことに当てはまると思いますが、原理主義者の私には、まさに戒め
のような言葉です。もちろん、我々ロータリーにおいても「斯くあるべし」、全くそうだと感じます。で、手始め
として、その「各」つまり原理原則について考えてみたいと思います。ロータリークラブの原理原則は、やはり手
続要覧を参照することでしょう。

2013年　手続要覧　ロータリアンの手引き　（抜萃）
　社会奉仕は、クラブの所在地域または行政区域内に住む人々の生活の質を高めるために、時には他と協力
しながら、会員が行うさまざまな取り組みから成るものである。

社会奉仕に関する声明
　1992年規定審議会は、社会奉仕に関する次の声明を採択した。

　ロータリーの社会奉仕とは、ロータリアン一人ひとりの個人生活、事業生活、社会生活に奉仕の理想を適用
することを奨励、育成することである。この奉仕の理念の適用を実行することについては、各ロータリークラ
ブが多彩な社会奉仕活動を開発して、会員に奉仕活動の輝かしい機会を与えてきた。ロータリアンの指針とし
て、また、社会奉仕活動に対するロータリーの方針を明確に表すため に、その原則は次のようにまとめられる。
社会奉仕は、ロータリアン一人ひとりが「超我の奉仕」を実証する機会である。地域に住む人々の生活の質を高
め、公共のために奉仕することは、すべてのロータリアン個人にとっても、またロータリークラブにとっても
献身に値することであり、社会的責務でもある。この精神に立脚して、各クラブに対し次のように勧奨する。

１）　地域社会における奉仕の機会を定期的に調査し、各クラブ会員に地域のニーズを検討させること。
２）　社会奉仕プロジェクトを実施するに当たっては、会員の得意とする職業上の能力や趣味の力を生かす

こと。
３）　どのようにささやかであっても、あらゆる社会奉仕活動が重要であると認識した上で、地域のニーズ

を汲み、地域内のクラブの立場や力量を考慮してプロジェクトを始めること。
４）　各種社会奉仕活動を秩序立てるために、ロータリークラブが提唱するインターアクトクラブ、ロー

ターアクトクラブ、ロータリー地域社会共同隊(●●)、そのほかのグループと緊密に協力すること。
　●●原文まま

５）　国際レベルのロータリープログラムと活動を通じて社会奉仕プロジェクトを強化する機会を確認する
こと。

６）　社会奉仕プロジェクトの実行に当たっては、望ましく、また、実現可能な限り、必要とされる資金や
人材の提供までも含めて、地域社会にも参加を求めること。

７）　社会奉仕の目標を達成するために、RIの方針に沿ってほかの団体と協力すること。
８）　社会奉仕プロジェクトが一般社会の人々に十分認められるようにすること。
９）　社会奉仕活動においてほかの団体の協同参加を促進する触媒としての役割を果たすこと。
10）　もしそれが適当であるならば、公共組織、奉仕団体、そのほかの諸団体に、継続中のプロジェクトを

委譲すること。そうすれば、ロータリークラブは新プロジェクトに携わることが可能となる。

　RIは、ロータリークラブの連合体として、社会奉仕のニーズや活動を伝え、広め、かつロータリーの目的
を推進し、参加を望むロータリアンやロータリークラ ブ、地区の力を結集すれば役立つと思われるプログラ
ムやプロジェクトを適宜、提案する責務を負っている（92-286）。

ク ラ ブ フ ォ ー ラ ム � 社会奉仕委員会　亀田　直紀  委員長



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

2016～2017年度　第７回理事役員会議事録 日時　平成２８年９月８日(木)　１３：４０～
場所　ダイワロイネットホテル和歌山４階

　次に、我々、和歌山東ＲＣの社会奉仕を考えてみます。主なものとして、こばと学園とのお付き合いが一番に
あがるとかんがえます。その歴史をみると、10周年の記念誌の記載からみると昭和41年か42年頃から、お付き
合いが始まっているようで、まさに50年来のお付き合いですね。ここ最近では、50周年記念誌の年表でみると、
別紙のようです。

　先ほど、あげました1992年の声明の10か条、これに照らし合わせ、これで良いのか、改めるべきところはあ
るのか。常に検証し続けることが、本年度の上中会長の所信「先輩方が築いてこられた歴史と伝統を尊重し、良
い前例は踏襲を、そして変えていかなければならない事は十分に議論して」に沿ったクラブ運営ではないでしょ
うか？

(こばと学園の支援）～健やかな成長を祈っての１０年　１９９９年～２００８年
事業年度 夏祭り・バザー 秋　みかん狩り・食事 冬餅つき大会

1999 年～ 2000 年
会長／駒井　則彦

９月１１日
バザー用品寄贈

１２月１１日
会員４名参加

2000 年～ 2001 年
会長／野井　　晋

９月３日
バザー用品寄贈

１２月９日
会員５名参加

2001 年～ 2002 年
会長／村田　昌之

９月８日
バザー用品寄贈

１２月８日
会員４名参加

2002 年～ 2003 年
会長／名手　　功

９月１４日
バザー用品寄贈

１１月２４日（矢田農園）　みかん狩りとバーベキュー
こばと　５２名　・　会員他　２６名

１２月１４日
会員５名参加

2003 年～ 2004 年
会長／中村　靖男

９月１３日
バザー用品寄贈

１０月２６日（森農園）　みかん狩りとバーベキュー
こばと　６０名　・　会員他　２６名

１２月１３日
会員４名参加

2004 年～ 2005 年
会長／笹島　良雄

９月１１日
バザー用品寄贈

１１月６日（矢田農園）　みかん狩りとバーベキュー
こばと　５５名　・　会員他　１５名 新舎工事中

2005 年～ 2006 年
会長／松田　洪毅 新舎工事中 １０月２９日（矢田農園）　みかん狩りとバーベキュー

こばと　６３名　・　会員他　１０名 新舎工事中

2006 年～ 2007 年
会長／岡野　年秀

９月９日
バザー用品寄贈

１０月２８日（矢田農園）　みかん狩りとバーベキュー
こばと　５０名　・　会員他　３０名

１２月９日
会員７名参加

2007 年～ 2008 年
会長／寺下　浩彰

９月８日
バザー用品寄贈

１１月３日（矢田農園）　みかん狩りとバーベキュー
こばと　３８名　・　会員他　２４名

１２月８日
会員７名参加

2008 年～ 2009 年
会長／八幡　建二

９月１３日
バザー用品寄贈

１１月１日（矢田農園）　みかん狩りとバーベキュー
こばと　４５名　・　会員他　２５名

１２月１３日
会員１０名参加

▼議　題
① こばと学園防災倉庫の備蓄品寄贈事業について
・防災倉庫の備蓄品寄贈事業について、事業計画書をもと

に亀田委員長から説明された。備品の品目について、こ
ばと学園からの要望ヒアリング以外に、行政等の専門家
からのアドバイスも参考にするべきとの意見があった。ま
た、食料品や乾電池など消費期限がある備品に関しては、
数年かけて十全となる備蓄状況の実現を目指し、少額で
も継続事業にすることが望ましいとの意見で合意された。
なお、贈呈式典は津波防災の日の前日11月4日（金）に予
定している。次回、第8回理事役員会にて審議予定。

② こばと学園みかん狩り＆バーベキューについて
・11月13日（日）に開催予定のみかん狩り＆バーベキューに

ついて、事業計画書をもとに乾委員長から説明された。
小雨の場合は決行、大雨の場合は中止で食材などはすべ
て施設に提供する。原案どおり、全会一致で承認された。

③ IMとしての合同プロジェクトについて
・和歌山中R.C.から呼び掛けがあった合同プロジェクトに関

し、市内9クラブの多くが協力できないとする状況につい
て上中会長より報告された。和歌山東R.C.としても、協
力を辞退することとした。

④ 花いっぱい推進協議会への協賛および名義後援について
・市内9クラブの継続事業であるJR和歌山駅前花壇の植替

え等について樫畑幹事より説明された。本年度も協賛・
名義後援することについて全会一致で承認された。

　本年度の植替え作業は11月6日（日）午前10時～11時に行
われる。

⑤ 世界エイズデー2016 in和歌山への協力のお願いについて
・11月19日（日）13時～15時に和歌山大学（和大祭）で行わ

れる事業に対し本年度も協賛することについて全会一致
で承認された。協賛金額は5万円（うち25,000円は2640
地区予算から拠出）の予定。日程が松本空港Ｒ.Ｃ．訪問
と重なるため会員に協力依頼。

報告事項
・地区大会記念ゴルフ大会（10/19）への参加呼びかけ（再）
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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

1 真実かどうか　　　  2 みんなに公平か

ありがとうございました

山本　進三さん　亀田さん、本日のクラブフォー

ラムよろしくお願いします。

亀田　直紀さん　本日はよろしくお願いいたします。

角谷　芳伸さん　亀田さん卓話よろしくお願いし

ます。

吉田　篤生さん　亀田君、卓話がんばって！！

赤井　雅哉さん　亀田さん本日はよろしくお願い

します。

乾　　敦雄さん　亀田さんよろしくお願いします。

佐藤　義記さん　亀田さんフォーラムがんばって！

木下　智仁さん　亀田さん、本日はよろしくお願

い致します。

奥村　申二さん　亀田さん、クラブフォーラムが

んばって下さい。

上中　崇司さん　亀田さんよろしくお願いします。

樫畑　友洋さん　亀田さん本日のクラブフォーラ

ムよろしくお願いいたします。

後　　亮　さん　妻の誕生日に素敵なお花を頂戴

し、有難うございました。

阪神タイガース応援団一同

　　　　　　　　アーア、コメントなし。

（皆出席表彰）

林　　毅　さん　１年皆出席

本日の累計　24,500円（計13名14件）　〔お誕生日お祝い　98,000円　皆出席表彰　10,000円　その他　291,494円　累計　399,494円〕

にこにこ箱

出席者（敬称略）…上中、樫畑、角谷、吉田、亀田、乾、 田原、古屋

２０１６年９月１０日（土）こばと学園園庭こばと学園夏まつり

出席報告 会員数 44名（内出席規定適用免除会員13名）

山本　進三 出席委員長
9月 8 日（本　日） 29名/38名 76.3%
8月25日（メーキャップ後） 35名/39名 89.7% 皆さん、出席してください。

■福井隆一郎ガバナー公式訪問
■和歌山北ロータリークラブとの合同お月見例会

■クラブフォーラム「社会奉仕」

■ロータリーソング� 山本　進三　ソング委員長
「四つのテスト」

■卓話　「法律用語あれこれ」　
当クラブ会員　後　亮さん

本日の例会� 9月16日(金）P.M.6:30~ 於アバローム紀の国11Ｆ（ツインバード） 前回の例会� 9月8日(木）

次回の例会� 9月29日(木）

9月9日（金）和歌山中R.C.　笹島　良雄、堀岡　忠男

メーキャップ� （敬称略）


