
四つのテスト（言行はこれに照らしてから）Ⅰ.真実かどうか Ⅱ.みんなに公平か  Ⅲ.好意と友情を深めるか Ⅳ.みんなのためになるかどうか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日のゲストは、いらなみのりこメ

ンタルケアクリニックの伊良波範子

先生にお越し頂いております。本日

の卓話大変楽しみにしております。

どうぞよろしくお願い致します。 

さて、先週の早朝例会及び和歌山浦の清掃活動、朝早

くからお疲れ様でした。天候が心配でしたが雨もなく

予定通り行う事が出来ました。流れ着いたビニールや

プラスチックなどはそれほど多くはなかったのですが

トン袋一杯になりました。一部、バーベキュー後なの

か、スチロール容器やビール缶などのゴミがそのまま

捨てており、悪臭を放っていました。自分達の出した

ゴミを持ち帰らずそのままにしておくなど遊びに来た

方のマナーの悪さを感じました。社会奉仕委員会のメ

ンバーの皆様は早朝より色々準備をして頂きありがと

うございました。 

続いて「市内 9RC 会長幹事会」の報告をさせて頂き

ます。前回よりお伝えしている和歌山中ＲＣホストの

ＩＭ合同プロジェクトで、1 クラブ 20 万円の協賛金

をお願いしたいとの件で、当クラブも理事会にて検討

し今期予算が決定している中で、20 万円という金額

はとても無理という事で、中ＲＣ様には丁重にお断り

をさせて頂いたという経緯がございますが、会長幹事

会でも他クラブ同意見が多く、見送ることになりまし

た。また、毎年行われているＪＲ和歌山駅前花壇植替

え作業が今年度は 10 月 6 日（日）午前 10 時～11

時になっております。各クラブより 3 名程度参加の

要請がありました。最後に、地区大会の出欠を頂いて

おりますが、まだ迷っておられる方はぜひご参加の程

よろしくお願い致します。 

◇◇ 会長報告    大野 治朗 会長 ◇◇ 
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＊ 本日の例会   9 月 26 日（月）＊ 

▼第 802 回例会   

☆内部卓話 「2016 年度規定審議会の報告」 

ＲＩ第 2640 地区情報規定委員 

       中村 善夫会員 

 

＊ 次回の例会  10 月 3 日（月）＊ 

▼第 803 回例会  

☆誕生会 

☆クラブフォーラム 

「クラブ定款･細則の見直しについて」 

    職業分類･会員選考･ロータリー情報委員会                 

 

＊ 前回の例会記録 9 月 12 日（月）＊ 

▼第 801 回例会   

○ロータリーソング   R-O-T-A-R-Y 

○ゲ ス ト 紹 介  いらなみのりこメンタルケアクリニック 

院長 伊良波 範子 先生 

 ○ビジター紹介 

○出 席 報 告  会員数 32 名（内出席免除 3 名） 

本 日 の 出 席   9 月 12 日 25/30 名 83.33％ 

前々回修正出席  8 月 29 日  27/29 名 93.10％ 

メーキャップ   1 名 



 

「ガバナー月信」、「米山梅吉記念館会

報誌」「第 15 回ロータリー全国囲碁

大会」の案内を回覧します。ワンワン

基金を回します。ご協力お願いしま

す。明日火曜日、「や万志多」にて７時より理事会が

ございますので、理事役員の皆様はよろしくお願い致

します。 

 

 

◎出席･プログラム委員会      森 隆紀委員長 

本日ボックスに 10 月のプログラム

予定表を配布しています。最終 31

日は親睦旅行を兼ねた移動例会とな

っております。お間違えの無いよう

にしてください。17 日の例会は、18：30 からの夜

間例会です。また、この例会は「和歌山市の地域活性

化について」のお題でフォーラムを行います。私たち

が生活している和歌山市はどのようにすれば、活性化

するか、皆さんの忌憚ない意見をお聞かせ下さい。 

◎ロータリー財団･米山奨学委員会 藤田眞佐子委員長 

いつもＲ財団・米山奨学会へのご協

力ありがとうございます。同じくボ

ックスにＲ財団と米山奨学委員会個

人寄付の明細を封筒に入れて配布し

ています。 

◎雑誌・広報・ＩＴ委員会     白神 修次委員長 

ボックスにアンケート用紙を配布して

います。この度ロータリーの友編集部

より「女性が入会してクラブが活性化

したクラブ」の事例を集めた特集への

情報の募集がございました。2640 地区は全国で女性

会員数の割合がトップにランクされています。（1 ク

ラブ 9.7 人）その中でも特に割合の高いクラブであ

る当クラブへ情報提供の依頼がありました。女性が入

会してクラブが活性化した、クラブが良い方向に向か

ったなど感じた事をご記入いただきたく、ご協力お願

い致します。 

◎雑誌・広報・ＩＴ委員会     當仲 清孝理事 

「ロータリーの友 9 月号紹介」 

ヨコ組 Ｐ36 

当アゼリアＲＣの田原会員が、慶風

高校校長である田原会員、教師、生

徒３名で熊本の被災地で役立てて頂こうと携帯用簡易

トイレ「行っトイレ」1000 個を現地の熊本南ＲＣへ

届けました。簡単に組み立てられる紙の箱・吸収シー

ト・凝固剤がセットになっていて軽くて鞄に入るサイ

ズ、持ち運びに便利で、商品名も生徒の発案で、和歌

山市が優れた商品に贈る「チャレンジ新商品」に認定

されました。「「行っトイレ」が、被災地の皆様のため

に役立てられれば嬉しい」という記事が掲載されてい

ます。 

タテ組 Ｐ54 

当アゼリアＲＣと友好クラブの貝塚コスモスＲＣの記

事。青少年の育成を目標に掲げ恒例の「たわわ祭で血

管年齢測定と吹奏楽演奏会」を開催。今回も行列が出

来るほどで、約 200 名近い市民の参加でかなりの関

心の高さがうかがえる記事が掲載されています。 

◎社会奉仕委員会        小阪  知委員長 

先週、例会後の和歌浦清掃活動では

20 名の皆様にご協力を頂きました。

暑い中有難うございました。また、

内藤ＳＡＡよりアイスキャンディー

の差し入れをして頂きました。お心遣いありがとうご

ざいました。集まったゴミは、トン袋１袋にもなりま

して、木村屋旅館さんのご尽力もあり和歌山市が後日

引き取りに来てくれることになりました。 

次に、日本ライトハウスからのご案内ですが、日本ラ

イトハウスでは、毎年「盲導犬チャリティカレンダ

ー」を発売し、育成費用に充てています。１頭の盲導

犬を育てる費用は約６００万円ほどです。カレンダー

5000 部の売り上げ金で１頭分の盲導犬育成費用とな

るそうです。詳しくは回覧させていただきますので、

ぜひご協力頂きたく、お願い致します。2017 年チャ

リティカレンダーのお申し込みをしていただける方は

お名前欄に個数をご記入下さい。1 部 1,100 円とな

◇◇ 幹事報告    栗山  久 幹事 ◇◇ 

◇◇  委 員 会 報 告  ◇◇ 



っております。 

◎国際奉仕委員会         松本 良二理事 

９月１０日地区国際奉仕委員長会議の

報告をします。 

ポリオ個人寄付は、アゼリア全員達成

しましたが、２０１６年３月現在パキ

スタン７例とアフガニスタン２例でしたが新たにナイ

ジェリアで２例発症したそうです。撲滅にはもう少し

支援が必要です。ロータリー財団の補助金について地

区補助金は、まだ残っているのでぜひ活用してほし

い。グローバル補助金は２６４０地区では実績はない

が地区も協力するので、チャレンジしてほしい。国際

奉仕活動について橋本Ｒ．Ｃのネパールでの学校建設

に２０１０年から取り組み現在まで繋げている説明が

ありました。13:30～16:30 迄、中味の濃い委員長

会議でありました。 

 

 

9 月のお誕生、おめでとうございます。 

9 日 森 隆紀会員   14 日 中村 善夫会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎「心の法則と脳の錯覚について」 

いらなみのりこメンタルクリニック 

院長 伊良波 範子 先生 

私は昨年 8 月から和歌山市内で心療

内科・精神科のクリニックを始めさ

せて頂き、精神療法、特に認知療法

に力を入れた診療を行っています。

認知療法は世界の精神科医療において現在主流となっ

ている精神療法の一つです。元々はうつ病の治療法と

して 1970 年代にアメリカで確立されましたが、その

後うつ病以外の様々な疾患に対しても有効であること

が認められ、近年では疾患に対する治療としてだけで

なく、教育の現場や一般企業におけるメンタルヘルス

などにも応用されています。認知療法では物事の受け

止め方や捉え方のところに着目し、物事をよりしなや

かに捉えられるようになることでストレスや不安を軽

減し、困難な出来事に対処したり問題を解決するため

の心のスキルを養います。私たちの日常生活の様々な

状況でその時々に自動的に沸き起こってくる考えやイ

メージのことを「自動思考」と言いますが、認知療法

ではこの「自動思考」に焦点を当てて治療を進めてい

きます。「自動思考」はもっと深い所にある『心の法

則』に従って湧き上がってきます。『心の法則』とは

その人が持っている基本的な人生観や人間観、あるい

は個人的な確信などのことであり、その人の生まれな

がらの素質や生まれ育った家庭環境、それまでに経験

してきた事柄や出会ってきた人々など、様々な影響を

受けて長年の間に形成されたものです。何か起こる度

にその人の『心の法則』に応じた「自動思考」が真っ

先に頭に浮かんで来ます。例えば‘人に嫌われたくな

い’という心の法則があれば‘変に思われたのじゃない

か’という自動思考が真っ先に浮かんでくるかも知れ

ません。私たちは現実についてその真実を常に知るこ

とは出来ないので、それに対して何らかの自分なりの

解釈をせざるを得ないのですが、心が苦しくなってい

るときはその解釈が狭まって決めつけてしまっている

ことが多いのです。脳は錯覚しやすい性質があり、何

か先入観を持ってしまうとそれに合致する情報を集め

やすくなったり、入ってきた感覚情報を修正して認識

してしまったりもします。また、私たちは自分の解釈

がまるで現実であるかのような錯覚をしてしまいがち

なので、まず現実と自分の解釈を区別し、それから出

来るだけしなやかに物事を捉えるスキルを身に付けて

いきます。不安を持つことは悪いことではなく、寧ろ

不安は本来自分たちの身を守るためのアラームのよう

◇◇  お 誕 生 祝 い  ◇◇ 

◇◇  外  部  卓  話  ◇◇ 



なものなので、不安に対して現実的な対処や準備を考

えてアクションを起こしていくことで却って自分たち

にとってプラスになることも多いのです。認知療法を

用いて自分の力を一番発揮できるような程度にストレ

スをコントロールすることは自分の能力や可能性をさ

らに広げていくことにもつながります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大野 治朗会員 

伊良波先生、本日の卓話宜しくお願いします。先週、

和歌浦の清掃活動お疲れ様でした。 

栗山  久会員 

伊良波範子様、本日はお忙しいところありがとうござ

います。 

小阪  知会員 

先週の早朝移動例会＆和歌浦清掃活動にご参加されま

した皆様、ありがとうございました。 

森 隆紀会員 

お誕生のお祝いありがとうございます。毎日ガサガサ

している間に１年が過ぎました。また年を重ねる事に

なりますが、ガンバリます。 

松本 良二会員 

私は見た。和歌浦の清掃の時、大野会長は空き缶集積

場から大量にかっぱらっていた。その横に小阪さんが

居た。 

内藤 和起会員 

伊良波先生、精神力を高める術ってあるのですか？出

来る事なら私の精神を引っ張り出して、栄養剤打った

後、筋トレさせて強くしてやりたいです。 

坂部美智子会員 

いつも勝手してすみません。 

田原 サヨ子会員 

伊良波先生、ようこそお出で下さいました。ロータリ

ーの友 9 月号へ載せていただきました。ありがと

う。「行っトイレ」どうぞよろしく。 

中村 善夫会員 

誕生日のお祝いありがとうございます。 

多治川 仁会員 

和歌浦清掃で、朝から心も清らかになりました。 

梅田 千景会員 

伊良波様ようこそ。先週行けなくてすみませんでした 

本日合計額  38,500 円    今年度累計額 343,300 円      

＊ロータリー財団 

森 隆紀会員  内藤 和起会員  中村 善夫会員 

坂部美智子会員 田原サヨ子会員  多治川 仁会員 

梅田 千景会員  

本日合計額   11,500 円    今年度累計額 90,000 円    

＊米山奨学 

中村 善夫会員 坂部美智子会員  田原サヨ子会員  

多治川 仁会員 梅田 千景会員  

本日合計額  11,000 円     今年度累計額 47,000 円    

 

   ワンワン基金寄付 

本日合計額    10,763 円     今年度累計額  29,058 円   

 

●市内ロータリークラブ 例会情報 

クラブ名 日   時  内     容  

和 歌 山 北 9月 26 日(月) クラブフォーラム「識字率向上月間にちなんで」 

社会奉仕委員会：重根康志委員長 

和 歌 山 9月 27 日(火) 例会場変更；ホテルグランヴィア和歌山 

卓話 和歌山大学 副学長 森口佳樹 さん 

和歌山東南 

 

9月 27 日(火) 

12:30～ 

28 日の例会を変更。クラブフォーラム  

会報(広報･雑誌担当)委員会 

和 歌 山 西 9月 28 日(水) ≪ガバナー公式訪問≫ 

和 歌 山 東 9月 29 日(木) 卓話 後 亮 会員 

和歌山城南 9月 29 日(木)  リラックス例会 

和 歌 山 南 9月 30 日(金) 未定 

和 歌 山 中 9月 30 日(金) 

19:00～ 

会員卓話「生命保険を多面的に考える」 

前田 敏志会員 

◎サイン受付 

和 歌 山ＲＣ：９月 27 日（火）12:00～12:30 

        ダイワロイネットホテル和歌山 

和歌山東南ＲＣ：9 月 28 日（水）12:00～12:30 

ルミエール華月殿 

◇◇ Ｓ.Ａ.Ａ.報告（3 つの箱） ◇◇ 


