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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 

本日のプログラム 次回のお知らせ 

  ～有田ロータリークラブ目標～ 

   親睦を深め 

    ロータリーライフを楽しもう 

更されているので選挙人会議で選ぶのはおかしい」。との

意見が出ました。岡本ガバナーエレクトはクラブの代表が

集まっている選挙人会議で賛同していただきたいとのこと

で採決に移りました。賛成73名、不明2名でした。 

 第4号議案2015-2016年度財務報告の件。辻パストガバ

ナーが説明。豊澤洋太朗氏が地区ガバナーとして在籍し

た期間（2016年7月1日より8月28日迄の間）分の地区資金

の収支、および同氏がガバナーエレクトとして在任した期

間中の収支についてはこの報告書には含まれていませ

ん。豊澤氏が手にしたお金について報告をするようメール

と郵便で求めたが返事がなかった（辻直前ガバナーが説

明）。「豊澤氏に対して今後どのような対応をしますか」。と

の質問が出ました。これについて法律家の岡本ガバナー

エレクトが説明。地区分担金は各クラブが対応するしかな

い。PETS研修協議会費用は地区で対応したいが法人格

がないので告訴が出来ない。告発は可能。REC Sunrise 

of Japanのクラブ内でもトラブルが有ると聞いている。賛成

69名、保留6名 

 第5号決議案 地区大会2日目の本会議に上程する決議

案の件。拍手を持って賛成多数で承認されました。この決

議案は大会2日目の本会議で決議委員会委員長の成川

守彦パストガバナーから6つの決議案が発表され、圧倒的

賛成多数で採択されました。 

 

 

 

（橋爪（誠）幹事） 

◎第2回臨時理事会報告 

＜議案＞ 

1.選挙人会議（大会決議案）について会長に決議権を託

す。（承認） 

2.クラブ活性化戦略計画委員会会議 11月中に開催（１１

月１７日）。 

開 催 日 

THE ROTARY CLUB OF ARIDA 

担当：中村委員 

前回の報告（第２８０３例会） 

平成２８年１０月２７日(木）  

（松村会長） 

 

（松村会長） 

 去る10月22日、23日は堺市内

で2016－2017年度地区大会が

開催されました。ご出席されまし

た皆様お疲れ様でした。 

 今日は地区大会1日目の選挙

人会議についてお話します。ク

ラブの会員数に応じて選挙人の

数は変わります。37名までは1

名、38－62名は2名、63－87名

は3名となります。今回の選挙人

会議には59クラブから75名の選挙人が出席しました。議

事に入る前に、選挙人の中から、議長、副議長、議事録

作成人、議事録署名人が選ばれました。REC Sunrise of 

Japan、KUMATORI向日葵、堺利晶、堺フラワー、堺フェ

ニックスの5クラブからは選挙人が選任されていませんで

した。 

 第1号議案は2019－2020年度ガバナーの選出方法に

ついて。前年度決議を踏襲、郵便投票による選出方法を

とる（福井ガバナーが説明）。75名全員が賛成しました。 

 第2号議案は2017－2018年度地区大会の開催地・開催

日について。和歌山市内で11月4日、5日に開催（岡本ガ

バナーエレクトが説明）。75名全員賛成。 

 第3号議案 2017－2018年度の副ガバナー選任の件。 

2017－2018年度は副ガバナーを置く（日本事務局の勧め

があった）、副ガバナーとして和歌山南ロータリークラブの

前窪貫志パストガバナーを選任する（岡本ガバナーエレ

クトが説明）。「規定審議会で副ガバナーの選任方法が変

  平成２８年１１月１０日 第２８０４回 

・ガバナー公式訪問 

 ガバナーアドレス 福井隆一郎ガバナー 

・ソング：「君が代」「奉仕の理想」 

  平成２８年１１月１７日 第２８０５回 

・外部卓話：大形 徹 教授(大阪府立大学人間社会システム科学研究科) 

「中国のお金の起源となるタカラガイについて」 

・ソング：「我らの生業」 

１ 

点  鐘 

開 催 日 

２８０３ Nｏ． 

 幹事報告  

会長の時間  



２ 

経済と地域社会の発展月間／米山月間 

3.次年度短期留学生ホストクラブとしてエントリーはしな

い （承認） 

◎会員の皆様、地区大会ご参加ありがとうございました。 

 地区からも地区大会参加の礼状。 

◎11月のロータリーレートは1ドル102円 

◎本日、経済クラブは休み。 

◎次回の例会11月10日はガバナー公式訪問です。 

◎例会終了後は第5回定例理事会を開催します。 

◎他クラブの例会変更 （後方掲示） 

 

 

 

＊指名委員会（中元委員長） 

 本日、例会終了後に指名委員会を開催します。 

＊米山奨学委員会（岩本委員） 

 橋爪(誠）君、宮井君より多額の特別寄付を賜りました。 

 

 

 

（児島例会運営委員） 

本日の会員数２６名 

   （出席規定免除会員８名） 

出席会員数２１名 

   （出席規定免除会員８名） 

      ８０．７７％ 

10/6    ８０．００％ 

MU：なし 

 

 

 

（上野山(捷）ＳＡＡ） 

松村君：地区大会ご参加おつかれさまでした。情報・研

修委員会様、並びに各リーダー様、ＩＤＭの発表よろし

くお願いします。 

橋爪(誠）君：会員の皆様、地区大会ご参加ありがとうござ

いました。前期ＩＤＭ発表、よろしくお願いいたします。

元会員の山下栄一郎様、ご冥福をお祈りいたします。 

中村君：ＩＤＭ２組発表させていただきます。山下栄一郎

先生の御葬儀では御参列ありがとうございました。寂し

くなりました。 

中元君：成川先生、中村先生、本日のＩＤＭ発表よろしく

お願いします。 

嶋田(崇）君：ＩＤＭ２組、中村リーダーさん、井上サブリー

ダーさん、御苦労様でした。 

成川(守)君：地区大会で松村会長にお世話になりまし

た。 

井上君：今日からスーツを冬物にしました。昨年のははい

らないので新調しました。 

酒井君：先日の地区大会おつかれさまでした。ＩＤＭ発表

リーダーの皆様よろしくお願いします。 

岩橋君：中村先生、成川雅さん、ＩＤＭ発表御苦労さんで

す。 

宮井君：本日ＩＤＭの発表、ご苦労さんです。 

上野山(捷）君：成川雅史さん、中村吉伸さん、ＩＤＭの発

表ご苦労さまです。 

 

 

テーマ  

  有田ロータリークラブの入会金について 

  有田ロータリークラブの例会数について 

 

第１班 

 
開催日：平成２８年１０月１９日（水） 午後６時３０分～    

     於）橘家 

参加者：成川(雅)リーダー、上野山(英）サブリーダー  

     石垣、成川(守)、児島、脇村、橋本、松村、岩本 

     上野山(栄）、酒井、加藤、江川 計１３名 

 

１.有田ロータリークラブの入会金について 

・入会金は会社が負担しているため、是非について考え

たことはないが、入会するためのハードルは低いほう

が良い。 

・志願して入会してくれる方は良いとして、こちらからお願

いに行って入会していただく場合、入会金が少ない或

いはないほうが、入会していただきやすい。 

・入会のハードルは低い方が良いが、会の運営に影響を

与えないよう気を付けないといけない。 

・他のクラブの状況も確認しては？また、入会金を一般

会計の中で当てにしているというのはどうか？ 

・入会金を一般会計に組み入れるというのはいかがなも

のか？ 

・景気の低迷している現在の社会情勢からすれば、入会

金はないにこしたことはない。 

・基本的には廃止にする方が良いと思うが、一方で、入

会金を会員増強のインセンティブに使うような方法は

ないものか？ （入会金ゼロキャンペーン中、○月末ま

で・・・のように） 

・入会金は安い方、会に参加するだけのメリットは十分あ

る。また、入会金をなくすと退会する人が多くなる。 

・安いに越したことはないが、運営費に影響を及ぼさない

だろうか？他クラブの入会金の金額なども調べてみて

はどうか？ 

・入会金の金額によって入会が左右されるのだろうか？ 

・世代によって入会金が高いか安いか捉え方も違うので

はないだろうか？ 

 

2.有田ロータリークラブの例会数について 

・回数については今のままで良い。 

・回数は今のままで良い。例会が週の真ん中にあるので

委員会報告 

出 席 報 告              

ニコニコ箱の報告 

前期ＩＤＭの発表 

 

 

第１班リーダー 

成川 雅史 君 



出張の関係で出席しにくい。 

・頻度は今のペースでやってほしい。少なくなるとかえっ

て出席しにくくなる。 

・回数を減らすと余計に顔を合わせられなくなる。今のま

まで良い。 

・入会当初は毎週はきつかった。回数があまり多いと日

程の調整が大変。 

・回数を減らすとなると、いろんなことを変更しないといけ

なくなるので大変。入会促進のためという理由なら意

味はない。 

・会員増強のためということであれば若い人の意見も聞い

てあげないといけない。オンライン例会は利用できな

いものか？ 

・回数は基本的には週一回。月二回に変更してしまうとラ

イオンズと違いがなくなる。例会数を減らすとなると事

務局の経費の負担なども考えないといけなくなってし

まう。 

・ロータリークラブは例会がメインだから、現状のままで。 

・今時出席率を出すこと自体どうかと思う。これない人は

会費だけきちんと払ってもらえれば、出席がどうのこう

の言う必要はない。 

・例会数に関しては減らさない方が良いという意見が多

いと感じた。出席回数に比例した、或いは出席したとき

に払う会費、などを検討してみてはどうか。 

 

その他 

・会員卓話の負担が大きい。 

・会員卓話の中身がマンネリ化してきて面白く無くなって

きている。 

・会費をもう少し集めて外部から面白い人を卓話に呼べ

ないものか？ 

・食事の中身についても考えてみては？ 

 

などなど、貴重なご意見ありがとうございました。 

 

 

 

 

第2班 

開催日：平成２８年１０月２０日（木） 午後６時３０分～ 

     於）橘家 

参加者：中村リーダー、井上サブリーダー、岩橋 

    橋爪（正）、上野山（捷）、嶋田(崇)、應地、宮井 

    中元、橋爪（誠） 計１０名 

 

１．有田ロータリークラブの入会金について 

・入会金があるから入らないというのではないと思うが、10

万円は高いかなと思う。 

・以前は景気も良かったので入会金10万に抵抗はなかっ

たと思うが、不景気の中、10万円は負担になる。3万円

というのとは違う。 

・安くすれば入会するかもしれない。50歳以上は5万円、

50歳未満は1万円というふうに年齢によって分けても良

い。 

・入会金を下げたところで会員増強に即効果があるとは

思えない。ただし勧誘しやすくなるのは確かである。 

・昨年度の活性化委員会では現状維持の意見が多かっ

た。 

・昔は「ロータリーに入れてやる」と言えるだけの気概をも

つことも教えて貰った。 

・入会金10万が高いのかどうか解らない。敷居を低くする

のは良くない。頭を下げて入って貰うというのはどうか

と思う。 

・やはり若い人に入会してもらうには10万は高いと思う。5

万円程度に減額すべき。 

・入会金を下げて有田ロータリークラブのブランド力を下

げる必要はない。 

 

２．有田ロータリークラブの例会数について 

・週1回で慣れている。祝日のある週を休会にしたら日本

の場合月2回ぐらいの例会になってしまう。今まで通り

で良い。 

・極端に少なくなるとかえって例会に行かなくなる。年40

回程度は必要。 

・個人的には現状のままで続けたいが、経費的な問題で

困難であれば月3回程度にしても良い 

・週1回が良い。祝日の週が休会になったり、奉仕活動が

例会数に入るというのは反対。 

・現状維持を望む。最近のロータリーはポリオ撲滅などの

奉仕活動、寄付などに重点を置き過ぎて職業奉仕が

疎かになっているように思う。 

・試験的に月3回にしても良いと思うが、気持ちがダレて

しまうと思う。会計的に問題があるとしても週1回の例会

はキープしてほしい。 

・入会する時、週1回の例会と聞いてしんどいと思った。

仕事盛りの人は入会しづらいと思う。地区大会後の例

会は休会としても良いと思う。 

 

◎総評 

 入会金に関しては多少の減額が必要ではないかとの

意見が多かったように思います。現況は10万円ですが5

万円ないし3万円への減額といった具体的な金額も提示

して頂きました。例会数に関しては多くは現状維持を希

望されていました。ただし週1回の例会が勧誘の支障に

なっていることも考えなければならないという意見もあり、

今後、活性化委員会において慎重な議論をお願いした

いと思います。 

３ 

経済と地域社会の発展月間／米山月間 

閉会・点鐘 （松村会長） 

 

 

 第２班リーダー 

 中村 吉伸 君 


