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【今月の花】母の日にちなみカーネーション。花言葉は『感謝』 

  
 

会長：山本佳弘  幹事：山本純也  会報委員長：赤堀哲也 

                     事務所：〒646-0029 田辺市東陽 1-1 闘雞神社会館内 

田辺はまゆうロータリークラブ TEL0739-26-6181 

例会場：〒646-0029 田辺市東陽 1-1 闘雞神社会館 TEL0739-22-0155 

                       創立年月日：1992 年 1月 21日 例会日：毎週火曜日 18：30～ 

 ＵＲＬ：http://www.aikis.or.jp/~t-hamayu/ E-mail:t-hamayu@vm.aikis.or.jp 

 

 

 

  
 

  
 

 

 

                               山本佳弘 

【最もよく奉仕する者、最も多く報いられる】 

ロータリーの発足後しばらくして、ロータリーの目的や存在理由について疑問を持つ人が 出始めたので、ロータリーの新しい理

想を考え、それを明確にするために委員会が設置されました。そこで委員長に任命されたのが、アーサー・フレデリック・シェルド

ンです。 彼は、悪徳と信用不安が横行し、消費者は自分で自分を守るしかなかった当時にあっても、 公明正大に経営して

いる商店や会社が大成功している事実を知って、その理由を探求し、 「職業は社会に奉仕する手段である」と他のロータリ

アンを納得させることができたので す。この考え方は、次第に他の都市に結成されたロータリークラブにも広がっていきました。 

1910年に最初の全米ロータリー大会がシカゴで開かれ、全米ロータリー連合会が結成されました。大会委員長は、出席

者に「私たちは、世界において進んで自己の任務を果たし、公徳心を高めたいと願い、職業において高度の道徳的水準を

守りたいと思っています」と語りかけたということです。 

そして、この大会の閉会時に、シェルドンは、職業倫理の重要性を強調し、腐敗や不正は 排除しなければならないことを明

らかにし、 「19世紀の商慣習の特徴は競争です。出し抜かれる前に出し抜け、ということです。20世紀に入り、人類は賢

くなりました。20世紀の特徴は協調です。『人間は、英知の光に照して、正しい行為は報われる。職業は人類の奉仕の科

学である。最もよく仲間に奉仕する者、最も多く報いられる』（He profits most who serves his fellows best） 

ということがわかるようになりました」 と語りました。 この言葉は、1911年オレゴン州ポートランドの全米大会で報告され、の

ちに「He profits most who serves best」として、奉仕の対象をすべての人々とする表現に変え、ロータリーの標語の

一つとなったのです。 2004年の規定審議会で「They profits most who serves best」に、また 2010年の規定審

議会で「One profits most who serves best」に変わりましたが、日本語訳「最もよく奉仕する者、最も多く報いられ

る」は変わっていません。 

   

  

 

 

会員数 出席免除 欠席者 出席率 

31名 1名 5名 83.33％ 

本日のロータリーソング 

それでこそロータリー 

Today’ｓMeeting 

2022 年 5 月 17 日（火） 

新会員卓話 

髙原 歩君  大田忠博君 

 

 

 

 

 

 

 

クラブテーマ 
2021-22年度 RI会長 

シェカール・メータ 

第 2640地区ガバナー 

豊岡  敬 

2021-22Weekly Bulletin 

Next Week’ｓMeeting 

2022 年５月 24 日（火） 

新会員卓話 

伊森隆敏君  植野彰子君 

出席報告   (第 1374回)          

 

 

http://www.aikis.or.jp/~t-hamayu/
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委員会報告 

◎米山記念奨学会委員会  委員 裏橋眞琴 

山本佳弘 準米山功労者寄付（10,000円） 第 74回目 

※寄付のご協力ありがとうございました。 

 

◎奉仕プロジェクト 山本敦洋 

5/7（土）『闘鶏神社清掃及び桜の施肥』にご協力ありがと

うございました。 

幹事報告 

メイクアップ 

〇山本佳弘 4/27 高松南 RC       4/28 羽衣 RC 

例会変更 

〇有田 RC 4/28（木）→3000回達成記念例会 紀州有田

商工会議所６階→橘屋   5/5（木）・5/26（木）→休会 

配布 

○週報 1374 

回覧 

〇ROTARY5月号    〇ロータリーの友 5月号 

〇那智勝浦 RC週報  〇国際ロータリー第 2640地区ローターアク

ト第 40回地区年次大会のご案内 

お知らせ 

〇5月ロータリーレート 1 ドル＝130円 

〇5/14（土）16：00～19：00 第 2回 第 1分区会長幹

事会 ※寺本匡君、赤堀哲也君 出席よろしくお願いします。 

お祝い 

【会員誕生日】 

光吉直也 

山本敦洋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プログラム 

 「ビーチバレーボールについて」 

ビーチバレーボール選手 

樫原 美陽様 

  

はじめまして。 

樫原美陽と申します。 

まず、ビーチバレーを始

めたきっかけと経歴をご

紹介いたします。ビーチ

バレーが面白そうだと

思い知り合いの紹介で

大阪でビーチバレーボ

ールを始めました。大

学が愛知だったので、

愛知の方々に組んで

いただいて試合に出ていました。その試合会場で同じ大学

の後輩と出会い、ペアを組んで大学選手権東海地区予選

に出場し優勝して、全日本学生選手権に出場しました。そ

こからますますビーチバレーに興味を持ち本格的にやってみた

いと思いました。大学在学中は、いろんな方々に組んでいた

だき多くの大会に出場させていただきました。卒業後は、地

元（和歌山）に戻り、日々淡輪を中心に大阪で練習をし

ています。パートナーは、淡輪で一緒に練習していた１つ上

の先輩と組んで現在活動しています。 

【これまでの経歴】 

〇小学校 

1年生 バレーボールをはじめる。 

3年生 レギュラーとして全国大会出場 

6年生 全国大会ベスト 16 

〇中学校（2011年） 

2年生 田辺西牟婁郡選抜チームに選出 レギュラーとし

て郡市大会優勝 

3年生 ＪＯＣに選出 全国大会 1回戦突破 

〇高校生（2014年 4月和歌山信愛高校入学） 

1年生 インターハイベスト 16 ベンチ入り 

      春の高校バレー出場 ベンチ入り 

2年生 インターハイ出場 レギュラーとして 

      春の高校バレー ベスト 16 レギュラーとして 

和歌山国体 ベスト 16 レギュラーとして 

日中韓遠征に参加 

3年生 インターハイ出場 レギュラー 

【配偶者誕生日】 

山本佳弘 真理恵様 
【結婚記念日】 

光吉直也 

 

5月会員誕生日 おめでとうございます♪ 
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 春の高校バレー 出場 レギュラー 

〇大学生（2017年 4月中京大学入学） 

1年生 春リーグ優勝 レギュラーとして 

ここでビーチバレーボールに出会い、大学の部活動は辞め、

6人制とビーチバレーの練習に励む。 

【ビーチバレーとは】 

ビーチバレーとは、二人一組で行うもので、インドアのバレー

とは様々な面で異なります。ビーチバレーは、砂場で行うの

で、難しい面は砂に足を取られること、屋外スポーツなの

で、（屋内の場合もある）風に左右されるということです。 

コートが１Ｍずつ狭かったり、その他細かいルールも少し違

います。日本ランキングのポイントは 1年更新で、これから

ポイントを貯めるためには、技術はもちろんのこと、いろんな

大会に出場する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私たちは今、21位～30位（約 2800～1500PT）

のランクに位置しており、大会はポイントランクでシーディング

されることがほとんどです。2021年はサテライトツアーに出

れるところまでポイントがたまりましたが、まだまだギリギリなの

で、各地で開催される公認大会にとにかく出場し優勝する

こと、そして海外で行われるワールドツアーにも参戦していき

たいと考えております。ひとまず 2022年 8月までに

2000PT獲得を目指し、2023年には 3500PT獲得を

目標にしランク 20位以内に入ること、また国内のトップの

ジャパンツアーを目指します。 

今後の目標はパリオリンピック出場ですが、近日の目標

は、毎年 8月に大阪府岬町で行われる全日本ビーチバレ

ーボール女子選手大会で優勝することです。 

そして将来、白浜には白良浜という素晴らしいビーチがあ

るので、そこでビーチバレーボールの大会やイベントを誘致し

て、町を活性化していければと思っております。 

ニコニコ箱 

田辺東 RC 泉 房次朗様  お久しぶりです。 

山本佳弘  土曜日の闘鶏神社清掃活動に参加の皆様、

暑い中ありがとうございました。樫原様、後ほどお話楽しみにし

ています。よろしくお願い致します。 

山本純也  闘鶏神社の清掃活動に参加できずすいません。

樫原様、ビーチバレーの話宜しくお願い致します。 

山本敦洋  5月にて 46才となります。いよいよ大台 50才

迄あと 4年。悔いの残らないよう頑張ります。 

山本康夫  樫原美陽ちゃん、本日は急なお願いにも関わら

ず来て頂きありがとう。 

西嶋明美  泉さんようこそ！樫原さんガンバッテ下さいネ！ 

杉山竜二   〃 

赤堀哲也   〃 

寺本 匡   〃 

菊池正紀   〃 

裏橋眞琴   〃 

菅根 清  ついに神経痛が出ました。納田先生によると時間

がたてば治るそうです。治るまでガマンです。 

辻 諦淳  早退お詫び。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/28 米山奨学生 楊君の研究室を訪ねました   
会長 山本佳弘 

 

 

瑞々しい花

に囲まれた

会場はとて

も華やか！ 

～YouTube より マイナビジャパンビーチバレーボールツアー2022～ 


