
週 報 

2015-2016年度 

会 長   中元耕一郎 

幹 事   上野山栄作 

R広報委員長 児島 良宗 

第２６４０地区 

例会日  毎週木曜日 12:30 

例会場  紀州有田商工会議所6F 

事務所  〒649-0304 

       有田市箕島33-1 

       紀州有田商工会議所２F 

       有田ロータリークラブ 

         Tel (0737）82-3128 

         Fax (0737) 82-1020 

創 立   昭和34年6月15日 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 

   http//www1a.biglobe.ne.jp/aridarc/ 

e-mail  aridarc@kdt.biglobe.ne.jp 

 ～ 四 つ の テ ス ト 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 

 世界へのプレゼントになろう 

     
奉仕の理想車を走らせよう!! 
   Let’s drive your ideal car of the service!! 

本日のプログラム 次回のお知らせ 

 さて、「ロータリーはＩ Serveといっているがクラブが主体と

なって行っているので団体奉仕ではないか」という疑問で

ありますが、ロータリーはロータリアンの集合体でありクラブ

は奉仕の機会を提供するものであります。ロータリーの奉

仕は個人の職業奉仕にもとづいて実践するもので、クラブ

は職業をもっていませんから団体奉仕という概念はありま

せん。クラブはそのサンプルや試験的機会をもうけている

に過ぎないのです。他の団体と同じような奉仕活動をして

いても中味の考え方が異なるのであります。しかしクラブで

の奉仕は各ロータリアンの奉仕のこころを育むために大変

大切なものです。ここでロータリー以外の他の団体と比較

してみますとロータリー以外の奉仕団体では「儲けたお金

の一部を奉仕に使って下さい。自分の仕事の時間の一部

を割きまたは余暇を使ってボランティア活動をしてくださ

い」という困った人を助ける弱者救済を以て奉仕と考える

思想であり、ロータリーのように職業が同時に奉仕とは考

えられていません。奉仕のこころのみを選択しています。

従って彼等のモットーは「We Serve」であります。 

 最近ＲＩではこのI Serveがロータリーの奉仕の底流にある

ことが余り語られずにいますので、充分に留意すべきだと

思います。 

 

 

 

（上野山（栄）幹事) 

〇地区より 

１.クラブ情報規定委員長会議の案内が届く。（橋爪（正）

情報研修委員長、次年度應地情報研修委員長） 

2.今年度のガバナーノミニーの選出手続きについての文

章が届く（下記一部抜粋） 

 「ガバナーノミニーの被推薦者の受理があった場合、そ

の都度、ガバナーは各クラブに対して、速やかに、被推

薦者の届け出があったことを通知する。またガバナーか
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THE ROTARY CLUB OF ARIDA 

担当：松村委員 

前回の報告（第２７７７例会） 

平成２８年４月７日(木）  

（上野山(英)会長代行） 

 

（上野山（英）会長代行） 

 今日は中元会長が特別な

事情で欠席されております。

本来副会長の川村さんが代

行を務められるのが筋であり

ますが、川村さんも長期療

養のため欠席されています

ので、遡って直前会長の私

が務めさせていただきます。

私も欠席の場合は中村君が

というふうにロータリーでは

会長経験者の新しい順に遡

り代行をつとめるというルールになっています。 

 また今日は会員の浅井修一郎県議会議員が卓話をし

てくれることになっております。 

 さて３月１０日の卓話で言葉不足のことがありましたので

この機会に補足させていただきます。「職業奉仕はロータ

リーの精神・哲学そのものであり、この考えに基づいて活

動するのがロータリーであります。」と申し上げました。ロー

タリーの２つのモットー「Service above self（超我の奉仕）」

「One profits most who serves best（最もよく奉仕するもの

は 最も多く報いられる）」の主語は何れも「Ｉ（個人）」であ

ります。ロータリーの奉仕とは、個人の職業倫理に基づい

て奉仕の心を自らが属する職業社会にさらには地域社会

に実践するものであり、例会や諸会合で倫理を学び、人

格向上に努め、それを以て初めて職場にまた社会的弱

者に対し奉仕が出来るということになります。ロータリーは

個人奉仕が基本にあります。 

点  鐘 

  平成２８年４月１４日 第２７７８回 

・会員卓話：橋爪 正芳君 

   「様々な出会いが成長させてくれる」 

・ソング：「我らの生業」 

  平成２８年４月２１日 第２７７９回 

・会員卓話；成川守彦君 

  「ロータリーの歴史・・決議２３-３４」 

・ソング：「それでこそロータリー」 
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開催日 

２７７７ Nｏ． 

Be a gift to the world 

 幹事報告  
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会長の時間  



２ 

母子の健康月間 

ら各クラブに対する被推薦者受理の通知は、当該推

薦者について所属クラブから提出された推薦状の写し

を添付した上で、行うべきものとする」 

3.2016年ソウル国際大会について、日本人朝食会の中

止とジャパンナイトの入金についての連絡 

 （参加者と相談させていただきます） 

 

〇国際ロータリー世界本部グローバルコミュニケーション

ズ アジア地域担当チームより、国際ロータリーの日本

語フェイスブックページ開設のお知らせが届く 

 

〇例会変更 （後方掲示） 

 

〇次週、第１０回定例理事会を開催いたします。理事の

皆様よろしくお願いいたします 

 

 

 

 

＊R財団委員会（橋爪(正)委員長） 

 中村君より特別寄付をいただきました。 

 

＊米山奨学委員会（嶋田(崇）副委員長） 

 中村君より特別寄付をいただきました。 

 

＊親睦活動委員会（橋爪（誠）委員長） 

 4/10（日）親睦ゴルフ大会を開催します。またゴルフ終

了後、懇親会を開催しますので、参加者の皆さん、よろし

くお願いいたします。 

 

 

 

（岩橋例会運営委員） 

本日の会員数２７名 

 （出席規定免除会員９名） 

出席会員数１０名 

 （出席規定免除会員６名） 

     ８３．３３％ 

3/24   ７３．０８％ 

MU：なし 

 

 

 

 

（中村ＳＡＡ） 

上野山（英）君：本日、中元会長が不在ですので会長代

行させていただきます。浅井さん、本日卓話よろしくお

願いします。 

中元君：誠に申し訳ございませんが、本日の例会、休ま

せていただきます。上野山英樹直前会長、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

上野山(栄）君：浅井さん、本日の卓話よろしくお願いい

たします。上野山英樹直前会長、本日、会長代行よろ

しくお願いいたします。 

浅井君：お久しぶりでございます。欠席ばかりで大変申し

訳ありません。本日はよろしくお願いします。PRもさせ

ていただきます。 

松村君：県民を代表して県政を正しく導いていただきあり

がとうございます。卓話楽しみにしています。 

脇村君：浅井さん、お久しぶりです。県政報告、楽しみで

す。 

上野山(捷）君：浅井修一郎さま、お久しぶりです。卓話

楽しみにしています。 

橋爪(誠）君：浅井先生、本日の卓話ご苦労様です。よろ

しくお願いいたします。 

児島君：浅井さん、久しぶりの卓話楽しみです。 

嶋田（崇）君：上野山英樹さん、会長代行ご苦労様です。

浅井さん、卓話楽しみです。 

嶋田（ひ）君：浅井先生のお話、楽しみです。 

成川（雅）君：お話、楽しみにしております。 

岩橋君：浅井さん、卓話楽しみにしています。 

酒井君：浅井さん、本日の卓話よろしくお願いいたしま

す。 

宮井君：浅井君、本日の卓話ご苦労様です。楽しみにし

ています。 

橋爪（正）君：浅井さん、卓話御苦労さまです。 

江川君：４月より息子が東京の会社に就職しました。健康

に気をつけて頑張ってほしいと思います。おかげで家

は家内と愛犬の３人暮らしになりました。なかよく暮ら

せるよう頑張ります。浅井さん、卓話よろしくお願いしま

す。 

應地君：浅井さん、卓話を楽しみにしています。英樹さ

ん、久しぶりの座りごこちはいかがですか。有田市医

師会の会長職をやっと終えることができました。次の会

長はこれを読んでいる人です。 

中村君：浅井さん、久しぶりの卓話を楽しみにしておりま

す。4月1日より第8代有田市医師会長に就任いたしま

した。更なる御指導をお願い申しあげます。 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 

出 席 報 告              

ニコニコ箱の報告 

 卓 話 

 

 

会員 

 浅井 修一郎 君 

「県政あれこれ」 



◯県政報告 

 昨年8月に仁坂知事が「農地転用に当たり農地法適用

の厳格化」を行い今後のまちづくりを進めてゆくとの発表

がありました。 

 その中身を確認すると、地域経済、住民の生活に弊害

があることがわかりました。 

 県議会、予算委員会で知事に強く申入れ、農地転用の

厳格化の政策を撤回してもらうことが出来ました。 

 

◯国道42号 有田海南道路 

□経緯 

 平成4年頃から話が持ち上がる。 

 平成9年 有田・下津・海南各市町 有田郡町村会「国

道42号有田・下津・海南間整備促進協議会」発足 

 平成17年の市町村合併に伴い「国道42有田・海南間

整備促進協議会」に改称 

 

□事業の概要 

□総工費 

 9.4ｋｍ 約360億円（有田海南道路） 

 （R42～480号新大橋 20～30億円位を含む） 

 冷水拡幅1.1ｋｍ 50億円 

 

□Ｈ27.28年度予算 

 有田・海南道路 H27 4億円+1億（補正） 5億 

    国・・H28 7億9000万円 

    県・・H28 11億円（用地買収） 

 冷水拡幅 H27 4億円、H28 9億円 

 

 

３ 

母子の健康月間 

閉会・点鐘 （上野山（英）会長代行） 

 

４月１０日 有田東急ゴルフクラ

ブにてゴルフコンペ開催致しまし

た。優勝者はグロススコアーで１

アンダーを出した中村さんでござ

いました。実力を出せた方、出せ

なかった方それぞれでいたようで

すが、怪我無く楽しくプレイして

頂けたと思っております。また、

コンペ終了後はフューネラル匠に

て春の親睦会を開催し、美味しい

料理とお酒で、和気あいあいの雰

囲気で時間が過ぎるのがとても早

く感じられました。 

   ＜橋爪誠治親睦委員長＞ 

平成２８年４月１０日（日） 有田ロータリークラブ ゴルフコンペ 


