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第1504回例会19年10月22日(月) 
 海南商工会議所   12：30～ 

 

１．開会点鐘           
２．ロータリーソング      「四つのテスト」 
３．お客様紹介   ロータリーアクト 向井 新様 
４．ビジター紹介  有田 2000ＲＣ   前   任様 
 
５．出席報告  

会員総数69名 出席者数48名 出席免除会員1名 

  出席率 70.59％ 前回修正出席率 80.88％ 

 

６．会長スピーチ      副会長 花田 宗弘 
みなさん、こんにち

は。会長留守の為、代

理でスピーチします。

会長からの伝言別にあ

りません。 
ビジター前さん、ロ

ータリーアクトの向井

さん、ようこそいらっ

しゃいました。 
昨日、下津町で村お

こしのイベントがあり海から参加し楽しい時間が

過ごせました 
また、長保寺におまいりしましたがりっぱな寺で

感動しました。 
 

７．幹事報告 

○例会臨時変更のお知らせ 
那智勝浦ＲＣ  11 月 1 日(木)→10 月 28 日(日) 

9:00～ 那智勝浦町体育センター 

「くろしお少年剣道大会」 

和歌山東ＲＣ  11 月 15 日(木)→11 月 15(木) 

18:30～ 和歌山東急イン（夜間家族例会） 

（和歌山北ＲＣとの合同例会 ガバナー訪問） 

○休会のお知らせ 

和歌山東ＲＣ  11 月１日(木) 
○メーキャップ 

和歌山ＲＣ   10 月 17 日   花畑 重靖君 

 

８．委員会報告 

○社会奉仕委員会        山畑弥生委員長 
１０月２７日(土)に道路清掃やりますが出席者

が少ないので、多くの参加をお願いします。集合は

８時５０分で１２時までです。 
 

９．会員卓話 
会員増強委員長 岩井 克次君 

８月４日ＪＡビルで会

議が行われ、増強委員長

会議の内容としてロータ

リークラブの現状と会員

減少の原因と対策とゆう

ことで話しがありました。 
２６４０地区において

現状１３８名減少してい

るので、純増３名増やそ

うとのことです。海南東ＲＣとしても４名から５名

増やそうと思いますので、皆さんのご協力をお願い

します。 
 
10．ゲスト卓話 
海南・海南東ローターアクトクラブ  

幹事 向井 新様 
本日は、お招きいただきあ

りがとうございます。海外研

修の報告をさせていただき

ます。先月の 9 月 6 日から

グアムに研修に行ってまい

りました。午後 10 時出発と

いうこともあり、仕事終わり

のメンバーがほとんどでし

た。3 時間 30 分のフライト

ということもあり、アッとい

う間にグアムに到着しました。入国手続きもスムーズ

に終え、ホテル到着後はスケジュールの確認をし、午

前 3 時にはそれぞれの部屋に入れました。時差も 1
時間のグアムなので、眠たいはずなのに、メンバーは、

海外に来た興奮からかなかなか眠れず朝まで話し込

んでしまいました。到着した夜は、グアムロータリー

とアクターとの夕食会 JAPAN NIGHT です。今回

の旅行で小林先生がグアムロータリーの方々と連絡
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をとっていただいたおかげでたくさんの方に参加い

ただけました。グアムアクターも１５名以上参加して

くれていました。 
みなさんグアム大学の学生さんたちでした。そして、

次の日の交流会の話になり、急遽グアムアクターさん

の活動に参加することになりました。午前中にグアム

大学を訪れ、日本文化を紹介するなどグアムのアクタ

ーとともに地元の小中学生とも交流しました。 
私たち 24 名のメンバーは、3 つのグループに分か

れ活動しました。 
１つ目のグループは、日本についての紹介をするグ

ループです。子供たちにひらかな、カタカナ、漢字を

使って子供たち自身の名前の書き方を教えました。子

供たちは、何回も練習して最後には、上手に皆が漢字

で名前がかけるようになりました。 
 土曜日ということもあり、グアム大学の教室を地元

の子供たちに解放していて、5 歳から高校生の子供た

ちまでのべ 20 名以上が参加してくれました。また、

フェイスペインティングや砂絵など、私たちも子供た

ちと一緒になって遊ぶことが出来、とても楽しかった

です。 
２つめのグループは、バス停のペンキの塗り直しで

す。グアム大学近郊の 3 つのバス停の壁を塗りなおし

に参加しました。落書きや汚れのひどいものは、現地

グアムのロータリーの方々が前もってキレイに準備

してくださっていたので、わたしたちは、ペンキを塗

るお手伝いをしました。 
３つめのグループは、子供たちと一緒になって、グ

ランドでドッチボールやゲームをして遊びました。そ

れぞれのグループが3箇所を交代で1時間ずつまわり

ました。午前中に、グアム大学でアクターと交流した

あとは、午後からは、グアムロータリーの方たちとの

ソフトボール大会です。グアムロータリーチームは、

男女混合のスペシャルチームでした。今年からグアム

4 地区対抗のソフトボール大会が開催されるという

ことで、記念すべき第一回目の大会に私たちも参加さ

せていただきました。結果は、かなりの点差がつきグ

アムチームの大勝でしたが、最終回には、日本からも

女性メンバーが打者として参加しました。打ちやすい

ボールをｻｰﾋﾞｽしてもらい、なんとか私もヒットを打

てました。 
 帰国後、グアムからマリアナス・バラエティ新聞に

私たちアクターの活動がのった記事が送られてきま

した。わずかな時間ではありましたが、文化交流、ス

ポーツを通じてグアムロータリーの方々そしてグア

ム大学のアクトのメンバーとひとつになって活動で

きたことを嬉しく思っています。このような機会を与

えていただき誠にありがとうございました。心から御

礼申し上げます。 
 

11．次回例会 

第 1505 回例会 平成 19 年 10 月 29 日（月） 

12：30～ 海南商工会議所４Ｆ 

12．閉会点鐘 

 

 

 

 

 

 

坂口洋一君  フィリピン セブ島を訪問して来ま

した皆さん、お世話になり充実した旅

行でした。 
花田宗弘君  朝日新聞主催で、浜の宮特集に年寄り

親子が引っ張り出されました。 
岩井克次君  久しぶりに前で卓話させていただき

ます。 
前  任様  本日お世話になります。 
(有田 2000RC) 

宮田貞三君  10 月 13 日、10 月 20 日えびす会の釣

り大会で船を出していただいた深谷

さん、木地さん、角谷さん、山名さん、

ありがとうございました。 
田中丈士君  昨日おとといと、釣りに出ましたが波

が高くボーズでした。 
 

 

 
 
 
 
 
新しい世界的倫理観と四つのテスト 
道徳律や倫理は、私たちの指針として用いることは

できますが、同時に疑問も投げかけてきます。どのよ

うに生きるべきか？ 道徳的に何が良くて悪いのか、

何が正しくて間違っているのか？ 求めるべきは幸

せか知識か？  
そして、私たちが直面する、より具体的な疑問は何

でしょう？ 結果が良ければ不正行為をしてもいい

のか？ 世界のどこかで飢えている人がいるのに、私

たちは裕福な暮らしをしていいのだろうか？ 
ロータリーには、すべての行動において要となる

「四つのテスト」があります。幾年も続いているもの

であり、これからも続いていくでしょう。 
 
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 
 
この「四つのテスト」は、1932 年に、後に国際ロー

タリー会長となるハーバート J.テイラーによって考

案されたもので、世代や国を超えて用いられています。 
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