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 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 

2018-2019年度クラブ方針 

 Take Action and Enjoy! 
   行動を起こそう！そして楽しもう！    

次回のお知らせ 

必要不可欠であります。昔ながらの地域コミュニティ、新たに

生まれたコミュニティ、様々に存在するコミュニティこそ、地

域のパワーだと考えます。皆さんの地域に盆踊りはあります

か？あるとしたら、それを実行しているコミュニティの実態を

ご存知でしょうか？  

 盆踊りにかかわらず、何かを地域の中で継承しようとする、

何かを始めようとするような動きがあるとすれば、何かしらの

力（パワー）が動いているはずです。このような力は行政が

出せるものではなく、地域から沸き起こるパワーでなければ

持続可能性はありません。地域を元気にしたいと考えるなら

ば地域の潜在的なパワーを呼び起こす必要があります。誰

かがリーダーとなってコミュニティに力を吹き込んだり、コミュ

ニティ自体を作ったり、また複数のコミュニティを集め、目的

に向かわせる必要があります。面白いコミュニティがあれば

地域は元気になると私は思います。「まちづくりはコミュニ

ティづくり」だと思うのです。 

 そして、コミュニティの中核となるリーダーは、利益を求め

ずに貢献していくからこそ周りの人々がついてくるのだと思

います。この考えは100年前、アーサー・フレデリック・シェル

ドンが掲げたロータリー理念と職業という考えでないものの、

合致する考えだと思います。（最もよく奉仕する者、最も多く

報いられる）ロータリアンはコミュニティに力を吹き込むことが

出来る人材だと思います。 

 

 

（嶋田（崇）幹事） 

1.(公財)ロータリー米山記念奨学会より「ハイライトよねやま」

が届く。 (公財)米山梅吉記念館より「館報」が届く。両方と

も丸山君(米山記念奨学会委員長)に手渡す。 

2.地区大会記念ゴルフ大会の案内が届く。 開催日:2018年

10月10日(水)  会場:大阪ゴルフ  締め切り:2018年8月29

日(水)  参加希望者は幹事の嶋田まで今日中に申し出て

下さい。 

3.紀文まつり実行委員会より礼状が届く。 

開 催 日 

THE ROTARY CLUB OF ARIDA 

 

前回の報告（第２８８２回例会） 

平成３０年８月２５日(土）  

（上野山（栄）会長） 

 

（上野山（栄）会長） 

「コミュニティ」 

 本日は創立６０周年記念ロータ

リーデーの第２回目の発表会で

す。後ほど有田市文化福祉セン

ターでよろしくお願いいたします。

本日、式次第をお配りしています

ので、お目通し願います。 

 さて、皆様はお盆をどのように過

ごされましたか？私は公私ともに

先祖供養と各種イベントに明け暮

れた日々でした。ここ２週間ほど、

盆踊りイベントや地域夏祭りイベントを運営させてもらい「コ

ミュニテイ」をあらためて意識しました。 

コミュニティという言葉の意味を調べてみると 

１．人々が共同体意識を持って共同生活を営む一定の地

域、およびその人々の集団。地域社会。共同体。 

２．転じて、インターネット上で、共通の関心をもちメッセー

ジのやりとりを行う人々の集まり。 

３．血縁・地縁など自然的結合により共同生活を営む社会

集団。 

と出て来ますが、ITの普及によってコミュニティの枠組みに

変化が生じる一方で、無縁社会による従来型のコミュニティ

の崩壊が多々あると思います。 

 さて、本題にはいると、地域振興あるいはまちづくりを進め

る場合、キーワードになるのがコミュニティだと考えます。例

えば最近少なくなった盆踊りです。日本古来からの儀礼に

は受け継がれるべき意義や必要性があるでしょう。それらを

継承・新たな形にして再生しようとするならばコミュニティは

  平成３０年８月３０日 第２８８３回 

・クラブ協議会 

 

・ソング：「我等の生業」 

  平成３０年９月６日 第２８８４回 

・外部卓話：藤岡 倫夫 氏 (初島中学校校長） 

      「現在の教育について」 

・ソング：「君が代」「奉仕の理想」 

１ 

点  鐘 

開催日 

２８８２ Nｏ． 

 幹事報告  

会長の時間  

島 海碩 書 

担当：丸山委員・中村委員 



２ 

会員増強・新クラブ結成推進月間 

 

＊情報・研修委員会（脇村委員長） 

   2018～19年度前期IDM実施のご案内。配布資料の

通り、題記IDMを実施しますので、ご確認の上、出欠と、

日にちの変更等があれば、リーダーの方に連絡してくだ

さい。 

＊IⅯ特別実行委員会（脇村委員長） 

   第２分区IM開催のご案内。配布資料の通り、題記IM

を開催しますので、日程、プログラム、及び委員会組織

表にお目通しいただき、特にご自分が所属する委員会

を確認してください。なお、9月13日（木）の例会終了

後、各委員長さんにお集まりいただき、具体的な役割や

作業内容などについて話し合いをさせていただきます。 

＊親睦活動委員会（石垣(泰)委員長） 

 ①有田３クラブ合同ゴルフコンペについて。 

  2018年9月23日(日）開催 

 ②夜間家族例会について 2018年9月27日（木）開催 

 

 

（木本例会運営委員長） 

本日の会員数３０名  

  （出席規定免除会員９名） 

出席会員数２３名 

  （出席規定免除会員６名）  

      ８５．１９％ 

8/2   ８８．６７％  ＭＵ：なし 

8/9    ８６．２１％  ＭＵ：橋本君、成川(雅）君 

 

 

（松村ＳＡＡ） 

上野山(栄)君：本日の例会変更にて予定の調整、ありがと

うございました。後ほどのロータリーデー発表会、一緒に

やりとげて頂きたくお願いします。 

嶋田(崇)君：今日はいい天気！ロータリーデー日和です！

みなさま、ご協力を宜しくお願いします。 

上野山(英)君：本日、ロータリーデーコンテスト発表会で

す。川口部会長、各テーブルリーダーの皆様、ご苦労

様です。 

橋爪(誠)君：地域の学生達の協力で、みんなの夢を聞か

せてもらえる楽しい一日です。関係者の皆様、本当にあ

りがとうございます。 

宮井君：60周年記念事業 地域活性化コンテスト発表会、

楽しみです。 

成川(守)君：本日のロータリーデー、皆様ご苦労さまです。 

橋本君：本日のロータリーデー、若者の発表がたのしみで

す。 

中元君：本日のロータリーデーの発表、よろしくお願いしま

す。 

菅原君：ロータリーデー、本日の発表会、宜しくお願いしま

す。川口委員長、ご苦労さまです。 

木本君：望月市長、本日の卓話宜しくお願い致します。 

岩本君：台風20号のお陰で後の掃除が大変忙しくなりまし

た。 

嶋田(ひ)君：地域活性化コンテスト、発表が楽しみです。 

松村君：地域活性化コンテストの発表、楽しみです。 

 

 

 

 

＜講演＞ 

       「これからの有田市」 
 

委員会報告 

出 席 報 告              

ニコニコ箱の報告 

閉会・点鐘 （上野山(栄）会長） 

有田ロータリークラブ創立60周年記念 

ロータリーデー 
大人たちへの政策提言 

「僕らが有田を楽しいまちにする」 
2018年8月25日(土) 有田市文化福祉センター 

地域資源の活用

・海に面した自然豊かな
風光明媚なまち
・空き家を活用して
賑わいを創り出す

・抜群の水質を誇る無人島
・一年を通じて活用される
「おもしゃい宝島」

・漁師の息吹を感じる漁港
・鮮度抜群の魚が買える、
味わえる

・湯浅湾、紀伊水道
を望む「海の道」
・絶景で人を魅き
つける

・築200年 紀州徳川家
ゆかりの武家屋敷

西側海岸 ５つ星プロジェクト

熊野古道 紀伊路、蚊取線香発祥の地など
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おいしい食べ物
人間関係の濃さ

テーマパーク
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仕事

ふるさとを
大切に思う心 地方創生

（イノベーションへの投資など）

 

 

有田市長 

 望月 良男 様 



３ 

会員増強・新クラブ結成推進月間 

＜参加チーム＞ 

①初中１年チーム 

②チーム保田テニス部２年 

③チームみかん 

④ゆかいな仲間たち 

⑤チーム平ちゃん 

⑥Information and Management 

⑦ジャムおじさんのパン工房 

⑧池藤勝輝 

⑨チーム田伏 

⑩高校球児プレゼンツ 

 

最優秀賞 

 高校球児プレゼンツ 

  「Active  Tour in ARIDA 

     ～心と体のリフレッシュ～」 
 

企画賞    ジャムおじさんのパン工房 
 

プレゼン賞  チーム田伏 
 

努力賞    チーム平ちゃん 
 

優秀賞    他６チーム 

 

 有田郡市の中学生・高校生に、「僕らが有田

をたのしいまちにする」と題してそれぞれの企画

をプレゼンテーションしていただいました。 

 

 参加していただいた学生の皆さん、本当にあ

りがとうございました。そして、ご協力いただきま

した和歌山大学観光学部 木川教授と学生の皆

さま、大変お世話になりました。 

 

 このロータリーデー発表会の詳細は、後

日、発表させていただきます。 


