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  ２０１８年１０月１９日（金） No.２７３６ 

 第２７９２回 例会 

 ○ ソング「旅愁」 

 〇 卓話「ぼけ」ても心は生きている 

     ～認知症を知って備える～ 

    認知症の人と家族の会 前会長 

           高見 国生 様 

 

 １０月２５日（木） 

 ○ ソング「４つのテスト」 

 〇 和歌山城南RCとの合同夜間例会 

      アバローム 紀の国 

           １８:３０～ 

 四四 つつののテテスストト  （言行はこれに照らしてから）  ⅠⅠ真真 実実かか どどううかか  ⅡⅡみみんんななにに公公 平平かか  ⅢⅢ好好 意意 とと友友情情 をを深深めめるるかか  ⅣⅣみみんんなな ののたためめ ににななるるかかどどううかか   

2018-2019年度 RI会長 バリー・ラシン 「 BE THE INSPIRATION 」 

事務所 〒640-8215 和歌山市橋丁23 

          Ｎ-4ビル 2Ｆ 

 TEL(073)423-8822  FAX(073)423-8821 

 http://www.wminamirc.jp/ 

例会場 〒640-8156 和歌山市七番丁26-1 

 ダイワロイネットホテル和歌山 TEL(073)435-0055 

例会日 毎週金曜日 12時30分～13時30分 

前週の報告  ２０１８年１０月１２日（金） 

出席報告    会員８１名（出席規定適用免除会員１０名） 

１０月１２日   出席５６名  ホームクラブ出席者６９．１４％ 

 ９月２８日   出席総数出席５７名（免除会員含み）確定出席率：７７．０３％ 

          （会員８１名 出席規定適用免除会員１０名（内出席３名） 

会長報告 

ガバナー     樫畑直尚  

 本日の会長報告は、『ロータ

リーの目的』についてお話しし

てみようと思います。 

 「ロータリーの友」６ページの

右側の段に「ロータリーの目的」

が掲載されています。元々は

『ロータリーの綱領』と呼ばれて

いましたが、5年前2013年に、

原文の「The Object of Rotary」

の日本語の訳が適当ではない

ということで、「ロータリーの目的」と変更されています。そし

てその際に、本文の表現や内容も理解しやすい簡単な文

章に変更されたとのことですが、いかがでしょうか？一読し

てご自分の腑に落ちる文章になっているでしょうか？ 

簡単にこの「ロータリーの目的」を眺めてみたいと思いま

す。この「ロータリーの目的」は二つの部分から成り立って

います。一つは、ロータリーを一言で言えばどうなるか、と

いうことを書いた部分でこれが本文です。そしてその本文を

補強解説する項目を四つ立てています。これが本文に続く

第１から第４の部分です。 

という基本的な文章構成を頭に入れて、この「ロータリー

の目的」を読んでみたいと思います。まず本文です。この本

文がロータリーの中心概念を表現しているわけであります。

なんと書いてあるか。「ロータリーの目的は、意義ある事業

の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。

具体的には、次の各項を奨励することにある。」 つまり「意

義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育む

こと」がロータリーの目的である、と言うのです。 

「意義ある事業」「事業の基礎」「奉仕の理念」「理念を奨励

し育む」。英文を直訳してしまうと、それぞれの単語の日本

語訳が少しずつ固くて難しい印象を受けます。結果、日本

語として美しくない、小難しい文章、という印象を与えること

になっています。 

 そこで、私なりに、私の理解に基づいて、この本文の日本

語を大胆に意訳・解釈してみたいと思います。 

 どうなるかというと、『ロータリーの目的は、「事業の基本

は、奉仕の心にある」、つまり「奉仕の心を持って日々仕事

をしましょう」という考え方を実践して、それを世間に広める

ことです。』という風にすればいかがでしょうか。少しは腑に

落ちる文章になった気がしますし、これであれば、第三者

にロータリーの本質を説明できるのではないでしょうか。 

この会長報告の短い時間ではすべてをお話しすることは

できませんが、今後毎月第2例会、お手元に「ロータリーの

友」がある時、この「ロータリーの目的」をどう読めば分かり

やすいか、という話をしてみたいと思います。うまくできるか

どうか、若干不安ですが、挑戦してみたいと思います。 

乞うご期待ということで、本日の会長報告といたします。 



 

 

２０１８－２０１９年度テーマ：「 ロータリーを伝える 」 

幹事報告 

委員会報告 

①第4回理事役員会議事録を

ニコニコ掲示板に掲示しており

ますので、ご確認よろしくお願

い致します。 

②第2回I・D・Mを2018年10月

22日（月）～11月12日（月）まで

の期間で開催をお願い致しま

す。 

[  テーマ  ] 

1.ロータリー財団への寄付金

は、どのような事に使ってもらいたいですか。 

2.今回も、当クラブの新規事業のアイデア（インスピレー

ション）はありませんか？ 

3.次々年度に迎える60周年に当たり、どの様な記念事業を

望むか？ 

4.60周年時に於ける長期交換学生事業について。 

5.2019－20年度理事指名委員の選出。 

発表  11月16日（金）例会にて。 

③2018～2019年度国際ロータリー第2640地区より、この度

10月1日よりマイロータリーのWEBにて本年度の規定審議

会に諮る決定案の公開が始まりました。 

RIより提出された「決議案」の骨子をニコニコ掲示板に掲示

板に掲示しております。決議案の詳細についてはマイロー

タリーのWEBに詳細がございますので、ログインしてご覧

いただきます。 

①親睦活動委員会   

 橋本忠通副委員長 

秋の親睦旅行の案内です。参加

費変更しております。会員10000

円 ご家族(中学生以上)10000円  

子供(小学生以下)無料です。確

認よろしくお願いいたします。 

 

②米山奨学委員会   

  栗本勝彦委員長 

 

ロータリー米山奨学会より、多額の寄付に、米山功労クラブ

の感謝状が届きました。 

③雑誌委員会   

 山本善昭委員 

米山梅吉生誕150年の記事。 

ハンブルグの街の特徴や運河、

公共交通機関が効率的で観光に

便利です。 

地域資源を活かした復元力のあ

るまちづくりというテーマで三井所

清典さんの記事。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④社会奉仕委員会   

 大林久夫委員長 

先 日、支 援 さ せ て 頂 き ま し た  

るーも  さんより自動車の写真、

送られて来ました。 

親睦委員会メンバー 



 

 

２０１８－２０１９年度テーマ：「 ロータリーを伝える 」 

卓 話 

「クラウドファンディング

からのスタート」 
 

グラフィット ＣＥＯ 

 鳴海 禎造 様 
  

 グラフィットの電動バイクは、インターネットを通じたクラウ

ドファンディング（ＣＦ）で１億２８００万円を集めて資金調達

額１位▽電動バイクとしての販売台数１位▽日経優秀製

品・サービス賞の最優秀賞受賞――の三つの日本一を達

成することができました。 

 大学を出て間もなく会社を設立し、１０年ほどは目先の利

益ばかり追っていた私ですが、３０歳を過ぎた頃に転機が

訪れ２０１２年に企業理念をつくりました。経営理念を「私た

ちは『驚き・感動・笑顔』をベースに、社員と家族・お客様と

社会に貢献し続ける企業を目指します」とし、社是を「乗り

物を通じて、世界中の人々に、驚きと感動と笑顔をお届け

する」と定めました。さらに百年後のビジョンとして「日本を

代表する次世代乗り物メーカーになる」と掲げました。 

 こうして、車づくりに向けて二輪車製造にまず挑むことに

したのですが、作っても全く売れないというリスクは当然あり

ます。周囲も反対していました。しかし、あきらめるにしても

「世間に白黒つけてもらいたい」と考え、ＣＦを使いました。

私が活用した購入型のＣＦは、言うなればネットを通じた予

約販売ですが、「いいね」ボタンを押してくれるだけでなく、

お金を払う意思が示されるわけです。 

 ターゲットはバイク好きでなく、地方で車しか乗り物を持っ

ていない人▽都会で免許はあるが乗り物を持っていない

人――に定めました。時機もよかったと思います。ＥＶ自動

車や電動アシスト自転車が売り上げを急伸させ、ＣＦ市場

が急拡大し、地方創生などで「地方」にも注目が集まって

いました。 

成功には商品力と販売力が必要だと思うのですが、グラ

フィットバイクの好調には四つのキーワードがあり、そのうち

「ＥＶ」「自転車」は商品力に、「ＣＦ」「地方」は販売力につ

ながったと思います。 

 これからも「驚き」・感動・笑顔」をもたらし続け、日本を代

表する次世代乗り物メーカーを和歌山で目指します。 

１０月お誕生祝 

 

             

      ニコニコ箱 

 

奥様誕生日・・・大野君・中村君  

事業所創立・・・井口（善）君・宮下君 

山田（昭）君・・・遅ればせながら皆様の歓迎に感謝申し上

げます。 

三木君・・・週報に川柳がのりました。楠部会員に写真をい

ただいて。 

林（芳）君・・・久しぶりに南RCコンペ優勝させて頂きまし

た。 

前窪君・・・ゴルフ同好会A.B.C.ゴルフクラブ久し振りに楽し

かったです。 

柴田君・・・10月2日知事表敬訪問10月9日市長表敬訪問に

第2640地区ガバナーと和歌山９クラブ会長幹事にて行って

まいりました。 

田村君・・・前窪会員にご指導いただきました。 

岩井君・・・ABCゴルフ楽しかったです。橋本先生、石橋さ

ん ありがとうございました。鬼（小野）さんに帰り送って頂き

ました。 

小野君・・・①SAAの林さんにゴルフに負けたのでニコニコ

入れなさいと強要されました。②雑賀さん「まんぷく」テレビ

出演おめでとうございます。③橋本先生お世話になりまし

た。 

戸井君・・・ABC楽しかったです１お世話いただいた皆様あ

りがとうございました！ 

大野君・・・俳句、川柳を第1号で掲載いただいて。嫁さんに

素適な花が届きました。ありがとうございます。 

井口（善）君・・・ABCゴルフ参加させていただきました。橋

本先生ありがとうございました。人より多くたたき、単価で

はお得でした。 

前嶋君・・・10月ゴルフ参加できず残念でした。 

大林君・・・楠部さんに写真を頂いて。 

横田君・・・早退します。すみません。 

 

                計￥45,000-  累計￥969，320- 



 

 

２０１８－２０１９年度テーマ：「 ロータリーを伝える 」 

  カラオケ同好会 

   2018・10・2 

   第115回例会 

☆次回 開催日 

  11月6日（火） 

場所：キャッツアイ 

  ゴルフ同好会 

 

ゴルフ同好会、10月度月例、通算664回は、マイナビABC

トーナメントが行われるABCゴルフ倶楽部で10月8日(月・

祝）に開催されました。 
 

優勝は、林 芳史会員でした。 


