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 ～ 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 

体への負担などの地震の影響で亡くなったと思われる人

が14人で、その原因は避難生活による疲労や持病の悪化

やエコノミークラス症候群などとのことです。また、ケガをし

た人は26日午後１時半現在で、重傷が275人、軽傷が

1059人と報告されています。 

 また、被災地では22日には9万人、26日現在でも4万人

弱の被災者が避難所生活を余儀なくされています。避難

所での被災者は、狭いスペースをダンボールなどで間仕

切りをして寝泊まりをしているようです。その上、断水も続

いており、被災者は入浴もできないばかりか、トイレの後の

手洗いも十分にできない状況だそうです。そんな影響も

あって熊本県内の避難所では、インフルエンザやノロウイ

ルスの症状が出ている被災者も徐々に増えていると報告

されています。被災者たちは今も頻繁に続く余震や、出口

の見えない避難所生活を強いられていることで、過酷なス

トレスにさらされているとのことです。 

 当クラブとしても熊本大地震でお亡くなりなった方々のご

冥福を心よりお祈りするとともに、被災地の方々にも何らか

の支援が必要と考えます。地区からも本震災に対しての

義援金のお願いが届いています。当クラブとしましても被

災地にご支援をさせて頂きたいと思いますので、会員の皆

様どうか義援金へのご協力、なにとぞよろしくお願いいた

します。 

 

 

（上野山（栄）幹事） 

①和歌山県福祉保険より「ダメ。ゼッタイ。」普及運動に対

する後援とご協力についての依頼が届く。（橋本社会青

少年奉仕委員長へ） 

②ロータリーの友５月号が届く（児島広報委員長へ） 

③地区より 

 1.識字率向上運動協賛ご協力のお礼が届く 

 2.2018-2019年度2640地区 ガバナーノミニー確定宣言  

開 催 日 

ク
ラ
ブ 

 

 

テ
ー
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THE ROTARY CLUB OF ARIDA 

担当：松村委員 

前回の報告（第２７８０例会） 

平成２８年４月２８日(木）  

（中元会長） 

 

（中元会長） 

  

（中元会長） 

 今週の２４日の日曜日には、ホテル・アゴーラリージェン

シー堺において、松村年度の地区協議会が開催されまし

た。約650名のロータリアンが会議に参加し、つつがなく

地区協議会が終了しました。ようやく我が地区にも明るい

ロータリの日差しが見えてきたようでした。ご参加くださっ

た会員の皆様には厚く御礼申し上げます。 

 さて、その一方で熊本において、平成28年4月14日

（木）、4月16日（金）に震度７の大地震が発生しました。 

 日本において震度７を記録する大地震は過去を遡ると、

平成23年3月11日の東日本大震災（震度７）、平成16年10

月23日の新潟県中越地震（震度７）、平成7年1月17日の

阪神・淡路大震災（震度７） であります。 少なくとも10年に

1度は震度７の大地震が発生する計算になります。 

 そして、熊本地震の被害状況ですが、人的被害につい

ては死者49人にも上っています。このうち避難生活による

点  鐘 

  平成２８年５月１２日 第２７８１回 

・会員卓話：應地 正章 君 

     「クラブ奉仕について」 

・ソング：「君が代」「奉仕の理想」 

  平成２８年５月１９日 第２７８２回 

・次年度のための時間 

  会長エレクト 松村 秀一 君 

・ソング：「我らの生業」 

１ 

開催日 

２７８０Nｏ． 

Be a gift to the world 

 幹事報告  

Ｒ
Ｉ 

テ
ー
マ 

会長の時間  

委嘱状授与  

ロータリー米山記

念奨学会より届き

ました米山奨学生 

董 涛 君のカウン

セラー委嘱状が橋

本拓也君へ授与さ

れました。 



２ 

母子の健康月間 

 和歌山ＲＣ 樫畑 直尚（かしはた なおひさ）氏 

 3.2016-2017年度のための地区研修協議会出席のお

礼 

 4.ガバナーエレクト事務所５月連休休業のお知らせ 

④海南東ＲＣより「４０周年記念誌」が届く （回覧） 

⑤Ｔhe Rotarian  （回覧） 

⑥例会変更 （後方掲示） 

⑦本日持ち回り理事会において、地区からの熊本地震

災害義援金を一人3000円を目安に募金を募るというこ

とを承認いただきました。募金箱を回しますのでご協

力をお願いいたします。 

 

 

 

 

＊社会青少年奉仕委員会（橋本委員長） 

 5/8(日）午前９時～桜木の手入れを行います。中止の

時は前もって連絡します。清掃用具は各自で持ってきて

ください。参加者は合計43名を予定しています。 

 

 

 

 

（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２１名 

 （出席規定免除会員７名） 

     ８４．００％ 

4/14   ８８．４６％ 

MU：なし 

 

 

 

（中村ＳＡＡ） 

中元君：地区協議会への御出席、誠にありがとうございま

した。本日、卓話で地区の現状についてお話しさせて

いただきます。 

上野山(栄）君：先日の会長エレクト主催の晩餐会では大

変お世話になりありがとうございました。本日、宮井さ

ん、中元会長、卓話よろしくお願いいたします。 

会長エレクト主催晩さん会出席者一同より：松村会長エ

レクト、出番が近づいてきました。次年度2640地区のス

ローガンが「対話から新たな一歩へ 共に楽しむロー

タリー」と打ち出されました。次年度の有田ロータリー

の舵取り、よろしくお願いいたします。会員全員でフル

サポート致します。 

橋本君：今週火曜日18：30頃の和歌山テレビに生出演し

ました。「ミソノバル」での客で、ほんの一瞬でしたが楽

しかった。 

岩本君：会長、会長エレクト、先日は大変お世話になりま

した。 

松村君：地区研修・協議会ご出席の皆様、お疲れ様でし

た。宮井会頭、卓話楽しみにしています。 

成川（雅）君：新しい出会いに感謝。 

橋爪（正）君：中元会長、宮井さん、卓話楽しみです。 

井上君：卓話楽しみにしています。 

石垣君：宮井様、卓話を楽しみにしています。 

酒井君：宮井さん、中元会長、本日の卓話よろしくお願

いいたします。 

上野山（英）君：宮井さん、中元会長、本日卓話ご苦労様

です。 

應地君：お二人の卓話を楽しみにしています。 

宮井君：本日、卓話させて頂きます。よろしくお願いしま

す。 

橋爪（誠）君：宮井さん、中元さん、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：宮井さん、卓話楽しみです。 

上野山（捷）君：宮井清明さん、中元耕一郎さん、卓話ご

苦労さまです。 

岩橋君：中元会長、宮井さん、卓話御苦労さんです。 

脇村君：宮井さん、中元さん、本日の卓話よろしくお願い

します。 

中村君：宮井さん、中元会長、卓話よろしくお願いしま

す。地区研修協議会を欠席してすみませんでした。 

 

 

 

      「商工会議所と私」 
 紀州有田商工会議所は商工会議所法にもとづいて出

来た公益法人であるが、昭和４４年１２月２３日に有田市

商工会を解散して設立されました。同じ組織として、商工

会議所と商工会がありますが、商工会は商工会法にもと

づいて出来た公益法人です。一般的に商工会議所は市

に、商工会は町や村にあります。 

 紀州有田商工会議所は全国４５４番目に出来た商工会

議所です。佐賀県に有田商工会議所が先に設立してい

たので、和歌山の有田ということで、紀州有田商工会議

所の名称がつきました。商工会議所の組織は会員が約

１，１００名あり、全体の総会の開催が難しいということで、

議員制をとっており、７５名の議員、その中から２３名の常

議員（役員）、３名の監事、正副会頭、専務理事の３０名

で常議員会（役員会）を構成して、事業実施の推進など

のため、月１回開催しています。  

 私が紀州有田商工会議所に関わりを持ったのは、今か

ら３０年程前の昭和６１年４月１日からです。 

 商工会議所は有田市を８つの地区に分け、それぞれを

支部と呼んでおり、その支部のうち、糸我支部の支部長

になったのが関わり合いのはじまりです。その後、昭和６

委員会報告 

出 席 報 告              

ニコニコ箱の報告 

 卓 話 

 

 

会員 

 宮井 清明 君 



２年９月１日に商工会議所の議員になりました。平成１６

年１１月１日から常議員（役員）、平成１９年１１月１日から

平成２５年１０月３１日まで副会頭を二期６年、平成２５年

１１月１日からは選ばれて会頭に就任し、現在に至って

おります。 

 簡単に、商工会議所と私の関わり合いについて述べま

したが、私は最初、商工会議所が何をやっているか、ど

のような事業を行っているのかなど、ほとんど知りません

でした。年数が経つ程、商工会議所がやっていること、や

らねばならないことなどがわかってきました。 

 まず、商工会議所がやっていることから紹介したいと思

います。商工会議所法にその目的がのっていますが、そ

れはまるで車の両輪のようであり、「商工業の振興発展」

と「地域社会の福祉の増進」であります。分かり易くいう

と、「商工業者の持続的発展と地域社会への貢献」だと

思っています。 

 商工業者の持続的発展のため、無担保無保証人のマ

ル経資金などのお金を借入れするお世話、税金の申

告、働く人の労災や社会保険、事業所の販路開拓などを

行っています。 

 地域社会への貢献について述べますと、 

①近畿自動車 海南－湯浅道路の吉備インターチェン

ジから有田インターチェンジへの名称変更に尽力。 

②ＮＨＫの天気予報で有田地方を放映をしてもらうため

めの取り組み、実現。 

③農業の生前相続など納税猶予と同様、商工業にも納

税猶予制度が実現。 

④市民総参加のまつりとして紀文まつりを昭和５４年より

実施。 

⑤有田市の玄関口であるJR箕島駅を守るため、JR箕島

駅の売店「キヨスク箕島駅店」をキヨスクから引き継ぎ

商工会議所が経営。同時に地元の特産品、土産品の

販売も行う。又、JR大阪駅周辺の駅のキヨスクや県内

和歌山駅・白浜駅のキヨスクでも地元の特産品、土産

品を販売。 

⑥JR箕島駅のキヨスクを経営することにより、JRへの働き

かけ、又、県等にも働きかけてJR箕島駅の段差解消、

エレベータや手すりの設置などバリアフリーへの取り組

み。市にも協力頂き平成２６年３月に実現。 

 などです。 

 その中で、特に３点を詳しく述べると、まず１点目とし

て、有田インターチェンジに名称変更された時のエピ

ソードとして、吉備町は有田川町に変わる前であったの

で、「吉備インターチェンジ」の名前を残そうということで、

最初反対だったそうですが、会議所より将来合併して有

田川町にかわるのに、吉備インターチェンジでは分かり

にくいのではと説得し、有田インターチェンジで了解を得

たと聞いております。 

 ２点目は、NHKの有田地方の天気予報については、和

歌山市からはじまり、続いて御坊市の天気予報が放映さ

れていましたが、市民の多くの方から有田地方も放送し

てほしいということで、放映運動がはじまり、署名運動や

有田郡市の市町村、商工会とも力をあわせ、要望活動を

展開し、和歌山気象台にも要望なども行い、NHK和歌山

放送局にも幾度となく陳情を重ね、平成２３年１０月から

有田地方の天気予報の放映が始まり今も続いています。 

 ３点目として、市民総参加の紀文まつりは、昨年で３６

回を迎えましたが、始まりは昭和５４年であり、当初は、紀

伊国屋文左衛門に市長（当時は中本重夫さん）が扮し、

梵天丸という舟をつくって、その舟にのってもらい、台車

に乗せ、ひっぱって箕島駅から安諦橋北詰まで出て、市

庁舎を過ぎて箕高の正門を過ぎ、オークワの前をとおり、

箕島中学校のグラウンドへ入るというコースで行列を進行

させました。最後は景品付大もち投げで終了しました。

又、前夜祭としてカラオケ大会を前の市民会館で実施、

多くの方が参加し、唄ったり、聞いたりして盛り上がりまし

た。 

 近年、商工業者が減少傾向にあり、商工業者の維持発

展の難しさをひしひしと感じています。いかに、世の中の

変化が激しいか、よいと思う事業も成熟期を過ぎると下り

坂を転げおちるように消滅していくのを数多く見させて頂

きました。事業の経営者は時代の変化に対応した経営を

考えていかなければならないと思っています。 

 今、商工会議所では事業者に対し、持続的発展をとげ

て頂くための指導を中心に、「経営計画」を立てるための

お手伝いや国の補助金を活用しての販売促進事業など

に取り組んでおります。 

 今後の商工会議所は、平成２８年度のスローガンにも

なっております、『～行政・地域住民とタイアップして夢あ

る有田市の実現に邁進～』の言葉通り、我がふるさと有

田市のさらなる発展を目指してがんばっていこうと思って

おります。ロータリーの会員の皆様のお力沿いをお願い

申し上げ、私の卓話といたします。 

 

 

 

 

「RI2640地区の現況」 

 
2640地区混乱の根本原因  

「ガバナーが指名する指名委員会によってガバナー・ノミ

ニーを選出する」   

  

・2014/10/21 

 辻秀和ガバナーに対し、RI直前会長のロン．バートン

氏、RI会長のゲイリー．ホァン氏、特別代理の小沢一

彦の連名で地区大会に関する指示書が届く。2014-

2015年度の地区大会で選挙人会議を開催するように

指示される。 

３ 

母子の健康月間 

 

会員 

 中元 耕一郎 君 



・2014/10/25（土） 

 地区大会選挙人会議（スターゲイトホテル） 

 2017-2018年度ガバナー・ノミニー選出方法が指名委

員会制から郵便投票方式に変わる 

 

・2015/2/2 

岡本浩氏が2017-2018年度ガバナー・ノミニーに確定 

   

・2015/2/13（金） 

 PETS 

 豊澤氏のRI細則無視の地区賦課金承認の件 

 65人の次期会長が出席していたが、17人の賛成しか得

られなかった。承認には49人の賛成が不可欠。豊澤

氏が独断で地区大会の日程を決める。（地区大会の

日時を決定するのは、その年度の地区大会の決議か

現ガバナーと現会長による会長会の合意による） 

  

・2015/4/19（日） 

地区決議会（テクスピア大阪） 

豊澤ガバナーエレクトのRI細則違反並びに失当事項 

１、PETSの開催招集に関する件 

    国際協議会に出席し次期RI会長の方針等につき伝

達を受ける前に PETSの開催を招集した。 

２、PETSにおける地区賦課金の議決の件 

３、地区大会の日時を独断で決定 

４、地区組織体制の不備の件 

 豊澤氏に対し、RI細則を順守し、地区運営を行うよう勧

告する。そして、具体的対処を行わない場合には、次

期ガバナーの適正に欠けるとして、RI理事会に対し、

解任要請を行うという 付帯決議案が賛成多数により可

決承認された。 

   

・2015/6/4 

 ゲイリーC.K.ホァンRI会長から豊澤氏へのメールが送

信される。2015年6月19日までに上記の問題改善に対

する具体的実行項目が 書面で示されなければ、RI

細則にもとづき解任もありうる。 

   

・2015/6/27（土） 

クラブ会長会議（スターゲイトホテル）小沢元RI理事も同

席。「豊澤氏は、2640地区のガバナーとしての適格性

を著しく欠き国際ロータリー会長による解任を要請す

る」という決議案が圧倒的多数で可決・承認された 

   

・2015/8/28 

K.R. ラビンドランRI会長から豊澤氏へガバナー解任の

メールが送信される 

   

・2015/9/2 

辻秀和君がアクティング・ガバナーとして国際ロータリー

より指名される 

   

・2015/10/10（金） 

クラブ会長会議（スターゲイトホテル） 

辻秀和君がアクティング・ガバナーとしての今後の方針を

説明 

 

・2015/10/22 

  辻秀和君が2015-2016年度2640地区ガバナーとして国

際ロータリーより指名される。 

   

・2015/10/31（土） 

地区決議会（テクスピア大阪） 

１、2015-2016年度地区賦課金・予算案が可決・承認され

る 

２、2015-2016年度地区大会が2016年2月27日・28日に

和歌山市内で開催されることが可決される 

   

・2016/2/27（土） 

地区大会選挙人会議（ルミエール華月殿） 

１、2018-2019年度ガバナー候補者選出方法について、

郵便投票の方法を選択 

２、2016-2017年度地区大会開催地・開催日はホテル・ア

ゴーラリージェンシー堺において、2016年10月22日と

10月23日に地区大会を開催することに決定 

３、Rotary E-Club Sunrise of Japanにつき、「機能喪失」

を理由としてクラブの加盟を終結することを、RI理事会

及び事務総長に対し要請する。という決議案が可決・

承認される。 

 

１）豊澤氏がガバナーを解任されているにもかかわらず、

当地区ガバナー」を詐称して他地区クラブの訪問を繰

り返した。 

２）ガバナーを解任されているにもかかわらず、当地区ガ

バナー事務所を名乗るネット上の広報活動を行った。 

３）ガバナーエレクト時に強制徴収した１クラブ9万円の

（70クラブで630万円）の収支を一切明らかにせず、か

つ残金を地区に引渡さない。 

４）地区賦課金を名目に地区内6クラブより相当額の金銭

の納付を受けているが、現在もその収支状況を一切

明らかにしない。 

 

１）～４）までロータリアンとしてあるまじき行為の是正を指

導・監督を全くなし得ていない。 

 

・2016/4/24 

地区協議会（ホテル・アゴーラリージェンシー堺）がつつ

がなく開催される。 

 

・2016/4/26 

 2018-2019年度 ガバナーノミニーが和歌山ロータリー

クラブの樫畑直尚氏に確定 

母子の健康月間 

４ 

閉会・点鐘 （中元会長） 



日程 ５月の例会プログラム 

５/１２(木) 
会員卓話 應地 正章 君 

「クラブ奉仕について」 

５/１９木) 
次年度のための時間 

会長エレクト 松村 秀一 君 

５/２６(木) 

外部卓話 田代 利彦 氏 

    （有田市民病院事務長） 

「全ての出会いに・出来事には意

味がある」 

母子の健康月間 

５ 

桜木の手入れ 
 平成２８年５月８日（日）午前９時～、みか

ん海道において、毎年恒例の「桜木の手入れ」

を箕島高校の学生さん達、社会福祉法人 守皓会

の皆さんと共に行いました。 


