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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 

2017-2018年度クラブ方針 

 ロータリーを知ろう 

       ～温故知新～    

中元君：各委員長様、本日のクラブ協議会での発表、よろ

しくお願いいたします。 

 

 

（嶋田（ひ）例会運営委員） 

本日の会員数３１名 

 （出席規定免除会員９名） 

出席会員数２６名 

 （出席規定免除会員８名） 

        ８９．６６％ 

5/10       ９０．００％ 

ＭＵ：なし 

 

 

（成川守）会長 

 今日は、クラブ協議会です。13時から開催します。 

●クラブ協議会(Club Assemblies) 

 クラブ協議会は、クラブのプログ

ラムと活動もしくは会員教育につ

いて協議するために開かれる、ク

ラブ役員、理事、委員会委員長を

含む全クラブ会員の会合である。

すべてのクラブ会員は、協議会に

出席することが強く奨励されてい

る。クラブ会長、もしくは指定され

た他の役員が、クラブ協議会の議

長を務める。(ロータリー章典7.050.) 

 今日のクラブ協議会について、次の要領で進めたいと思

いますので、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。 

１）5月24日のクラブ協議会は、今年度委員会から次年度

委員会への引継ぎがメインです。 

２）各委員会委員長から、今年度の事業を計画し実行する

にあたっての苦労した点、次年度の参考になる点を、次

開 催 日 

THE ROTARY CLUB OF ARIDA 

 

前回の報告（第２８７１回例会） 

平成３０年５月２４日(木）  

（成川(守)会長） 

 

（中元ＳＡＡ） 

成川(守)君：嶋田崇君、県知事表彰おめでとうございま

す。本日のクラブ協議会、よろしくお願いします。ゴルフ

コンペのご参加、ありがとうございました。中元君、優勝

おめでとうございます。 

橋本君：本日のクラブ協議会、よろしくお願いします。 

上野山（捷）君：本日のクラブ協議会、よろしくお願い致し

ます。 

嶋田（崇）君：クラブ協議会、参加者のみなさま、ご苦労さ

まです。 

上野山（栄）君：ゴルフにご参加の皆様、懇親会ありがとう

ございました。私もＲＬＩ楽しませて頂きました。 

橋爪（正）君：嶋田先生、県知事表彰、おめでとうございま

す。 

丸山君：今日は、協議会よろしくお願いします。私らのア

イドル西城秀樹さん、残念です。あぁローラ～～。 

橋爪（誠）君：先週の日曜日のゴルフ＆夕食会ご参加あり

がとうございました。クラブ協議会、発表させて頂きま

す。 

菅原君：クラブ協議会、御苦労様です。 

中村君：本日、健診のため早退します。最近、出席率が

悪くて申し訳ございません。多額の献金いたします。 

松村君：昨夜、久々に８時間寝ました。 

木本君：本日からのクールビズ、有難うございます。 

嶋田（ひ）君：仕事が忙しく花の植え替えが気になってい

ます。 

川口君：本日のクラブ協議会、宜しくお願い致します。次

年度について勉強させて頂きます。 

  平成３０年５月３１日 第２８７２回 

・会員卓話：児嶋 正人 君 

        「紀州ライン」 

・ソング：「日も風も星も」 

  平成３０年６月７日 第２８７３回 

・委員会活動報告の発表 

 

・ソング：「君が代」 「我等の生業」 

１ 

点  鐘 

開催日 

２８７１ Nｏ． 

会長の時間  

島 海碩 書 

出 席 報 告              
ニコニコ箱の報告 

担当：成川（雅）委員 



２ 

青少年奉仕月間 

年度委員会へアドヴァイスしてください。 

３）今年度の実施した事業については、6月7日と14日の

活動報告で話してください。 

４）委員長が欠席の場合は、委員がお願いします。 

５）持ち時間は、一人4分間以内でお願いします。（11部

門ですから約45分かかります。） 

 

 ところで、重要な報告があります。 

 去る「5月19日開催の地区立法案検討会の結果につい

て」岡本ガバナーから連絡がありました。私はクラブの代

表として出席しました。上野山英樹理事も地区幹事とし

て、脇村委員長も当クラブの2018年決議案の提案者とし

て出席されました。 

 尚、今日の朝日新聞に、関西経済同友会の池田会長

の「会員企業の持続的な発展のために国連の持続可能

な開発目標（SDGs）を経営の指針として取り組むことが出

来ないか議論を深めたい」という記事が掲載されました。

当クラブの脇村情報規定委員長が提案した2018年決議

案のSDGsでございます。脇村委員長、ありがとうございま

す。 

 

（配布資料より説明） 

①「地区立法案検討会配布資料」 

②「地区立法案検討会の結果について（岡本ガバナー)」 

  2018年5月19日開催の地区立法案検討会の結果 

  69クラブ中66クラブより選挙人の届出、63クラブ出席  

81名の選挙人出席。 

 ・１号議案 ＲＩ規定審議会に対し有田ロータリークラブ

提出の決議案（決議案 18R‐○○ ロータリー財団の

6つの重点分野の取り組みは、SDGｓの推進を支援す

るものであることを検討するようロータリー財団管理委

員会に要請する件）を提出する件  

  賛成：７２  反対：０  保留：０ 

 ・２号議案 地区資金中の回収不能の債権・金630万円

につき、今期中に地区資金より除外する処理を実施す

る件  賛成：７６  反対：０  保留：１ 

 ・３号議案（動議提出議案の２） 国際ロータリー第2640

地区は、ワールド大阪ＲＥＣ所属の久保治雄氏に対

し、当地区において、本決議以降、パストガバナーとし

て処遇しないことを決議する。  賛成：７５  反対：１  

保留：２ 

 ・４号議案（動議提出議案の１） 国際ロータリー第2640

地区は、堺フェニックスＲＣ会員の米田眞理子氏に対

し、当地区においては、本決議以降、パストガバナー

として処遇しないことを決議する。 賛成：７８ 反対：０  

保留：１ 

 

 

（橋本幹事） 

１．ポリオプラス日本担当アドボカ

シーアドバイザーの小沢一彦元RI

理事、ならびにポリオ撲滅ゾーン

コーディネーターと公共イメージ

コーディネーターから、英国のポリ

オサバイバーの実話を描いた感動

的な映画『ブレス しあわせの呼吸』（原題『Breathe』、

配給元：KADOKAWA）が9月7日に日本各地で公開さ

れる運びとなり、この映画公開を機会としてロータリー

内外でのポリオ認識向上にご協力するよう依頼の連絡

がありました。 

２．地区より6/17開催のクラブ会長エレクト会議の開催案

内が届きました。上野山(栄)会長エレクトに渡しまし

た。 

３．地区より6/24インターアクト新入生歓迎会の案内が届

きました。井上社会青少年奉仕委員長に渡しました。 

４．各委員会の活動報告は5月31日までに事務局まで提

出してください。 

 

 

＊ロータリー財団委員会（中元委員長） 

 成川守彦会長がロータリー財団の「恒久基金」と「ポリ

オ」に多額のご寄付をしてくださいました。誠にありがとう

ございました。成川会長はロータリー入会以来、財団に

＄250,000以上寄付され、「アーチ・クランフ・ソサエティ」

へ入会されることになります。 

＊社会・青少年奉仕委員会（井上委員長） 

 次週5/31、例会終了後、植樹を行います。 

＊親睦活動委員会（橋爪（誠）副委員長） 

 5/20（日）、親睦ゴルフコンペを開催しました。優勝は中

元耕一郎さん、ベストグロスは中村吉伸さんでした。皆

様、ご参加ありがとうございました。夜はオレンジライフ匠

さんで、美味しい料理、お酒を楽しみました。 

＊ロータリー広報委員会（上野山（栄）副委員長） 

 本日のクラブ協議会の発表者の方は発表文章を事務

局へ提出お願いします。 

 
  

①SAA 中元耕一郎ＳＡＡ 

１．苦労した点、次年度へ参考になる点 

①例会の開始が、例年より15分早い

12時15分スタートとなったため、例

会のセットアップも早めに行わなけ

ればならなかった（仕事を早めに

切り上げる必要があった）が、例会

での食事時間等に余裕ができ、ま

た、誕生祝い、友誌の紹介等があ

る時でも時間配分が楽にできた。 

②例会次第のタイムスケジュールを毎回、分刻みで前

もって作成しなければならなったので苦労したが、例

会時にはそのタイムスケジュールを確認することで例

会進行がスムーズに行うことができた。 

③例会の座席を指定座席とする場合、欠席者、ニコニコ

箱担当者、広報担当者等を予測考慮しなければなら

なかった点に苦労したが、座席を指定することで、普

段と違う席の会員とテーブルを共にすることで、会員

間の親睦を深めることができた。 

④副SAAを新設して頂いたおかげで、安心してSAA職務

につくことができた。特に川口君には大変お世話にな

りました。1年間、全出席することは誰しも困難なことが

十分予測されるので、次年度もぜひ副SAAをおいてい

 幹事報告  

委員会報告 

クラブ協議会 



ただきたい。 

⑤ロータリーソングは、携帯電話等にダウンロードしたも

のを利用した方がCDよりもはるかに安定して流すこと

ができた。 

 

②会員組織委員会 井上修平副委員長 （中村委員

長報告を代読） 

１）今年度の反省点 

 今年度は成川会長にほとんど動い

ていただき、私の知合いなどへの勧

誘は数回行いましたが入会には至り

ませんでした。特に女性会員の増強

をするように指導されておりました

が、力不足で申し訳ありませんでし

た。 

２）次年度への引継ぎ 

 今年度は現在のところ7名の入会、2名の退会があり、

会員数は31名となりました。40名を目指して今後も頑

張っていきたいと思います。次年度は60周年を迎えるた

め更なる増強が望まれますので、会員全員が協力してい

ただけるようお願い申し上げます。 

 

③情報研修委員会 脇村重徳委員長 

 次年度も引き続き、情報・研修委員

会を担当させていただきますので、

ほぼ今年度と同じ項目について、改

善すべきところは改善しながら取り組

みたい。ただ、次年度は、2018-19年

規定審議会にて承認された制度案

は、会員への周知と定款・細則の改

定が必要となる。 

 

④例会運営委員会 橋爪誠治委員長 

 例会運営は委員の皆様の協力が

必要不可欠です。委員会の皆さま

の協力を得て一年間の例会運営の

準備よろしくお願いいたします。 

 本年度実施した、新入会のイニシ

エーションスピーチの未実施リストを

申し送りいたします。次年度で実施

宜しくお願いいたします。 

 例会で使用する、パソコンとプロ

ジェクターを接続するピンケーブルとパソコンに接続障害

が発生しています。本年度で解消案を理事会に提出い

たしますが、未解決の場合は次年度でご対応宜しくお願

い致します。 

 

⑤親睦活動委員会 上野山捷身委員長 

 例会運営委員会と協力し各事業

を実施しました。非常に助かりまし

た。食事時間が12時15分からに

なったことによって、12時15分以降

に来られた方への資料の配布など

の対応は、次年度ご検討いただけ

ればと思います。 

３ 

青少年奉仕月間 

⑥R広報委員会 上野山栄作副委員長 （應地委員長

報告を代読） 

○苦労した点 

・週報の校正に於いて、委員全員

が同じメディアで校正が出来な

かったことにより、情報の共有に

タイムラグを生じた。しかし、その

ことによる不都合はなかった。  

(ラインによる校正5人、ファックス

による校正1人)  

・HPの更新がタイムリーに行うこと

が難しかった。 

○次年度への参考＆アドバイス 

 ・委員全員がラインが出来れば、グループを作って校

正をしたら、時間の節約になると思う。（ラインでなく他

のSNSでも問題なし） 

 ・事業を行った委員長にHPへの記事を書くことをお願

いする。大規模な事業に関しては友誌への記事の投

稿をお願いする。記事を書いて貰うだけで､諸手続は

広報委員会が行う。 

・HPへの事業告知は何日前までにする、報告は何日後

までにするというような決め事があれば遅れることは少

ないのではないでしょうか。 

・SNS、特にFacebookを使った有田RCの公共イメージを

創るべきだと感じています。 

 

⑦職業奉仕委員会 嶋田ひで委員長 

 会長の方でプログラムを決めて

いただいたので、そのプログラムを

こなすことで終わってしまいまし

た。今年度は、12月に「疾病予防と

治療月間」の卓話、1月にローテー

ションデー開催、3月に「水と衛生

月間」の卓話を行いました。 

 卓話の依頼やローテーション

デーの依頼は早い方がいいと聞き、早めに中村先生、成

戸さんへ依頼し快諾をいただきうれしかったです。成戸さ

んは大変忙しい方なので、何度か変更がないか確認をと

るようにしました。今回のローテーションデーは、例会も

ふみこ農園さんをお借りしましたので、橋爪（誠）さんにも

ご協力いただき、事前の下見などの準備をしました。 

 先輩の職業奉仕委員の方々から、何か手伝うことがあ

ればいつでも声をかけてと言っていただいていたので、

もっと相談していろいろ教えてもらうべきだったと反省して

います。 

 

⑧社会青少年奉仕委員会 井上修平委員長 

 本年度の実施事業と、引き続き

次年度も実施する場合の提案を申

し上げます。 

１）有 田 川 ク リ ー ン 作 戦 へ の 参

加・・・有田市主導のため特にあ

りません。あえて言うなら中止の

場合の連絡をどうするか？ 

２）箕島中学校と董涛君の交流事

業・・・次年度は当クラブにはカウンセリングしている留



した。関西空港からのミャンマーへの直行便はなく、タ

イ等でのトランジットが必要になります。タイは観光でも

人気があり、また今年度は参加者がなかなか決まら

ず、タイ経由の航空券を購入することができませんでし

た。そのため香港経由となりスケジュール的に少し体

に負担がかかる日程となりました。 

③参加者が少ないと旅行会社の団体割引が利用できな

いため、最低5人以上の参加者が必要となります。 

３）ロータリー財団寄付に関して 

 本年度は成川会長を始め会員の皆様に多額のご寄付

を頂戴しました。本当にありがとうございました。次年度以

降も財団の寄付にご協力を頂きたいと思いますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 
 

⑪米山記念奨学会委員会 松村秀一委員長 

１）8月31日を有田ロータリークラブ

のロータリーデーとして「米山奨

学生との有田地区活性化」事業

を行った。米山奨学生や米山学

友の方に有田の良さを知ってい

ただき、SNSなどで母国の知人な

どに発信してもらい、有田地方の

国際的なPRになり、地域の活性

化の一助になった。特に初島神社の知名度を上げる

ことができた。 

２）10月5日にロータリー米山記念奨学会事務局の武本

泰子様にお越しいただき卓話をして頂いた。 

３）特別寄付については大口寄付もあり目標金額を余裕

でクリアできた。 

４）来年度はお世話をする米山奨学生がいませんが、地

区内の委員会や米山奨学生の事業に積極的に参加

して行くのがよいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青少年奉仕月間 

４ 

閉会・点鐘 （成川(守)会長） 

学生がいないため実施するならばここからのスタートに

なります。それと実施時期は学校の新年度になる4月

前か後でも担当者が入れ替わるので注意が必要で

す。 

３）箕島中学校への職業紹介事業・・・実施時期は同上

です。それと学校側のリクエストとこちら側から派遣でき

る講師の調整が必要です。加えて、PCを使用する場

合は機材の点検を忘れずに。 

４）みかん海道の桜木の手入れ・・・今年度は残念ながら

雨天のため中止しました。中止の場合の連絡網をどう

するか？又、中止の場合のお弁当、飲み物をどうする

か？決めておく必要があるでしょう。幼木であった桜木

も立派に育ち今では手入れの必要なしとの識者の声

を頂いています。ここ数年は桜木の手入れより桜木近

辺の清掃が中心となっているようです。 

５）各種寄付運動への協力・・・特にありません 

６）植樹・・・この事業は今年度限りのようですので特にあ

りません。 

 最後に、今回、箕島中学校において各事業を行う前に

会長あるいは各講師陣から有田RCをパワーポイントを使

い説明していただいたのは公共イメージの向上につな

がったと考えられます。 
 

⑨国際奉仕委員会 成川雅史委員長 

１）ロータリー財団地区補助金を活

用し「ミャンマーにおける有機肥

料を使った職業訓練事業」を行

いました。次年度も引き続き行っ

ていく方向であります。皆様の御

協力をお願い致します。 

２）国際大会（トロント大会）には当

クラブから３名の会員が出席され

ます。次年度も引き続きよろしくお願いします。 

３）「平和と紛争予防/紛争解決月間」において外部卓話

をお願い致しました。 

４）ＮｉＤｓの推進に協力することについて、外部卓話をお

願い致しました。次年度もよろしくお願いします。 

５）ロータリー財団委員会及び米山記念奨学委員会の活

動に協力しました。次年度もよろしくお願いします。 
 

⑩ロータリー財団委員会 中元耕一郎委員長 

◎苦労した点、次年度へ参考になる点 

１）ロータリー財団補助金について 

 財団からの補助金を受け取るため

には、地区が主催する財団補助金

セミナーを必ず受講しなければなら

ないので、次年度もぜひセミナーに

出席して頂きたい。 

２）ミャンマーでの事業に関して 

 ①体調管理に苦労しました。現地

の食事、水と衛生の問題からか、嶋田崇団長を除く参

加者4名が細菌性腸炎を発症し体調を崩しました。出

国前から抗生剤等の服薬を行うなどの対策が必要で

あったと感じました。 

②事業参加者をできるだけ早く確定し、ミャンマー往復

航空券を前もって確保する必要があることを認識しま

有田ロータリークラブ親睦ゴルフ 
5月20日(日) 於：有田東急クラブ 

優勝は中元耕一郎君です。おめでとうございます！ 


