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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 

 「RI会長賞」には、「クラブのサポートと強化」「人道的奉

仕の重点化と増加」「ロータリー公共イメージと認知度の向

上」の大きな3分野があり、その中にそれぞれ8，9，8項目

の達成目標があります。RI会長賞を獲得するには、それぞ

れの項目のうち４項目の達成目標を実施すればいただけ

ます。 

 そこで、年度

の開始前に橋

本幹事と相談

し て、「① こ の

目 標 は 取 れ

る、② こ れ は

駄 目、③ こ れ

は可能性があ

る」と 分 析 し、

達成目標の奉

仕事業を事業計画に入れ、各委員会の皆様にお願いしま

した。そして、6月末にMy Rotary から申請したのです。 

 今回の受賞は会員皆様のご支援ご協力のお陰です。ク

ラブがいただいたのです。ありがとうございます。 

 

開 催 日 

THE ROTARY CLUB OF ARIDA 

 

前回の報告（第２８８８回例会） 

平成３０年１０月１１日(木）  

（上野山（栄）会長） 

 

（石垣（泰）親睦活動委員長） 

ゲスト：第2640地区ガバナー     樫畑 直尚 様 

       〃   ガバナー補佐  谷脇 良樹 様 

            副代表幹事   脇坂 三蔵 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜成川（守）直前会長のコメント＞ 

 ありがとうございます。 

RI会長賞というのは、毎年PETS（会長エレクト研修セミ

ナー）で、ガバナーエレクトから「RIテーマ」と「RI会長賞」

（写真）のような資料をいただきます。 

  平成３０年１０月１８日 第２８８９回 

・外部卓話：坂下博康氏（財）Ｒ米山記念奨学会 前事務局長）  

  「米山記念奨学事業とは」 

・ソング：「四つのテスト」 

  平成３０年１０月２５日 第２８９０回 

・外部卓話：山本琢哉氏（クロノ代表） 

 「クリエイティブに地域の魅力を発信する」 

・ソング：「我等の生業」 

１ 

点  鐘 

開催日 

２８８８ Nｏ． 

RI会長賞 伝達式 

島 海碩 書 

ゲストの紹介 

担当：菅原委員長・丸山委員 

有田ロータリークラブが2017-2018年度会長賞を受

賞しました。樫畑ガバナーより成川（守）直前会長へ

授与されました。 



２ 

経済と地域社会の発展月間／米山月間 

 会員の皆様、ビシビシと鍛えてあげて頂きたいと思いま

す。本年度の目標はあと2名の会員増強です。引き続き

よろしくお願いいたします。 

 

 

（上野山（栄）会長） 

「公式訪問」 

 本日はガバナー公式訪問

です。あらためまして樫畑直

尚ガバナー、谷脇良樹ガバ

ナー補佐、脇坂三蔵地区副

代表幹事に於かれましては、

有田ロータリークラブにお越

しいただき、有難う御座いま

す。お三人には公式訪問に

先駆けて11時15分から経済ク

ラブにて会長幹事懇談会を開催いたしました。RIからの

伝達事項や当クラブの評価を頂きました。又、お褒めの

言葉もいただき、先輩諸兄の今までの実績を感じまし

た。貴重な意見を頂きクラブ運営の参考となり、とても嬉

しく思います。樫畑ガバナーにはこの後、ガバナーアドレ

スをよろしくお願いいたします。 

 今日は2020−2021年度の会長（会長ノミニー）が決定し

ましたのでご紹介をさせて頂きます。会長ノミニーはイン

ドのデリーミッドウェスト・ロータリークラブ所属のスシル・

グプタ氏であります。インドからの会長は1962年に初めて

就任し、4人目の会長になります。インドは2000年代に入

り急激に会員数が増加しております。インドと言えばエン

ド・ポリオが頭に浮かびますが、世界ポリオデーは今月の

24日であります。ちなみに2020-2021年の国際大会は台

北（台湾）で行われます。 

 グプタ氏の経歴については別紙をお配りしております

のでご確認ください。インドで多くのホテル業を営み、特

に水保全の奉仕活動を積極的に取り組まれています。ご

興味ある方はネットで検索していただければ出てきます。 

彼のビジョン声明の中に、120万人ものロータリアンが一

致団結すれば、不可能なことなどなく、世界を本当に変

えることができるのです。とあり、目標の冒頭においても、

ロータリーを最も評価の高い奉仕団体にするという共通

の目標達成のため、会長や会長エレクトと連携しますと

書かれています。益々、ロータリーの方向性が変わってく

ることが解ります。それを受け入れることも私自身は大切

では無いかと感じています。具体的な方針はまだまだ出

ておりませんが、ホスピタリティ産業のホテル王がロータ

リーをどう導くのか、今後の方針が楽しみであります。 

 

 

（嶋田(崇)幹事） 

１．第4回定例理事会報告(10/4､例会終了後､例会場) 

 ①10･11月の例会プログラムの件 

 ②9月試算表の件 

 ③地区大会における信任状の件 

 ④新入会員北畑君のメンター選任の件 

 ⑤指名委員会設置の件 

 ⑥ミャンマー国際奉仕事業の件 

 幹事報告  

会長の時間  

 入 会 式 
 

 

＜北畑貴行君の紹介＞   

                   紹介者 川口 健太郎 君  

 会社は有田川町に本社があります北畑不動産グルー

プ、株式会社ケイズ代表取締役です。会社は建築リ

フォームから建築新築工事、土木工事、環境事業と多岐

にわたる事業を行っています。彼とは同じ業界でしたが、

知り合ったのは一般社団法人有田青年会議所でした。

JCでは苦楽をともにした仲であり、北畑君は第４８代理事

長としてリーダーシップを持って会を率いて来ました。 

 気さくな性格から知り合いも多く人と打ち解けるのも早

いです。一緒にJC活動を行ってきた私から見てハッキリ

した性格でやるといったらやる、疑問や理解出来ない時

があれば素直に聞く姿勢など私も彼を見て学ばせて頂き

ました。有田RCにとっても期待できる方です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

＜会長歓迎の言葉＞   

                       上野山 栄作 会長 

 北畑貴行さんご入会、誠にありがとう御座います。長ら

くお誘いしていたので、とても嬉しく思います。持ち前の

パワーを有田ロータリークラブで生かしてくれるものとご

期待申し上げます。 

 ロータリーは毎週の例会が基本となります。まだまだ実

労主体の現役社長でお忙しいとは思いますが、自分の

時間の使い方で、社員が生き生き出来るチャンスと捉え

ることも出来ると思います。北畑さんが入会されて最年少

の会員となりますが、先輩の生き方を参考に、益々のご

発展を祈念いたします。 

新会員 
  きたはた  たかゆき 

 北畑 貴行 君 

 

昭和51年3月18日生 

 

職業分類： 

建築・リフォーム工事

業 

 樫畑ガバナーより北畑君にロータリーのエ

ンブレムが装着されました。 



 ⑦ガバナー公式訪問の件 

 ⑧第２分区ＩＭの件 

 ⑨地区大会の件 

  それぞれの議案について､原案通りあるいは一部変

更の上､全議案可決されました｡ 

２．本日､地区大会出席予定者21名の方々に予定表をお

配り致しました｡どうか10/27･28宜しくお願い申し上げ

ます｡ 

 

 

（菅原Ｒ広報委員長） 

＊ロータリーの友誌１０月号 

★横組 

 ・P7～ 明治150年を記念して 

 ・P13～ 米山月間の特集が組まれています 

 ・P24～ 2019国際大会の地ハンブルグの特集記事 

★縦組 

 ・P19 卓話の泉に「ビーガンとは」  飛行機に載ると

ビーガン料理を選択できますが、どのような物かが良く解

りました。 

 

 

 

＊ＩＭ実行委員会（脇村委員長） 

 10/18（木）例会終了後、第2回のＩＭ委員長会議を開

催しますので、ご出席の方、よろしくお願いします。 

 

 

（木本例会運営委員長） 

本日の会員数３１名  

  （出席規定免除会員９名） 

出席会員数２９名 

  （出席規定免除会員９名）  

        ９３．５５％ 

9/27     ９２．８６％  

ＭＵ：木本君 

 

 

（松村ＳＡＡ） 

上野山(栄)君：樫畑ガバナー、谷脇ガバナー補佐、脇坂

地区副代表幹事、本日はお忙しい中公式訪問にお越

し下さいましてありがとうございます。 

嶋田（崇）君：樫畑ガバナー様、谷脇ガバナー補佐様、

脇坂副代表幹事様、今日はご苦労様です。 

成川(守)君：樫畑ＤＧ、ようこそ有田へ。ＲＩ会長賞の受賞

は橋本幹事さんはじめ会員皆様のご支援ご協力のお

かげです。ありがとうございました。 

上野山(英)君：樫畑ガバナー、谷脇ガバナー補佐、脇坂

副代表幹事さん、公式訪問ご苦労様です。 

木本君：樫畑ガバナー、谷脇ガバナー補佐、脇坂副代

表幹事。ようこそ有田ロータリークラブへ。北畑貴行さ

ん、ご入会おめでとうございます。 

川口君：樫畑ガバナー、ようこそ有田ＲＣへ。本日宜しく

お願い致します。北畑君、入会おめでとう。 

児嶋君：樫畑直尚ガバナー様、有田ロータリークラブ公

式訪問ありがとうございます。宜しくお願いします。 

岩本君：樫畑ガバナー様、本日はようこそおいで下さい

ました。 

菅原君：樫畑ガバナー、公式訪問御苦労様です。宜しく

お願い致します。 

應地君：ガバナー、ようこそおこし下さいました。 

橋爪(正)君：樫畑ガバナー、ようこそおいで下さいまし

た。 

嶋田(ひ)君：樫畑ガバナー、本日は有田ロータリークラブ

へおこし頂きありがとうございます。 

橋本君：樫畑ガバナー、谷脇ガバナー補佐、ようこそ有

田ＲＣへ。本日はよろしくお願い致します。 

成川(雅)君：本日、よろしくお願い致します。 

中村君：樫畑ガバナー、ようこそ有田ＲＣへ。ガバナーア

ドレスを宜しくお願いいたします。 

宮井君：樫畑ガバナー公式訪問、ご多忙のなかご苦労さ

んです。よろしくお願い致します。 

石垣（洋）君：樫畑直尚ガバナー、ようこそ有田ＲＣへお

越しいただきありがとうございます。御指導宜しくお願

いします。 

脇村君：樫畑ガバナー、谷脇ガバナー補佐、脇坂副代

表幹事、ようこそお越し下さいました。ガバナーアドレ

ス、よろしくお願いします。 

上野山（捷）君：樫畑直尚ガバナー、ようこそ有田ＲＣへ

お越しいただきありがとうございます。 

井上君：樫畑ガバナー、谷脇ガバナー補佐、脇坂副代

表幹事、ようこそ有田ＲＣへ。 

中元君：樫畑ガバナー、ようこそ有田ＲＣへ。 

岩橋君：樫畑ガバナー、御指導よろしくお願いします。 

児島君：樫畑ガバナー様、谷脇様、脇坂様、ようこそ有田

へ。ご苦労様です。 

橋爪（誠）君：樫畑ガバナー様、本日は有田ＲＣへおこし

頂きありがとうございます。谷脇ガバナー補佐様、脇坂

地区副代表幹事様、有田ＲＣへようこそ。本日はありが

とうございます。 

石垣（泰）君：ニコニコ箱へ献金。 

松村君：樫畑ガバナー、ガバナーアドレスよろしくおねが

いします。 

 

 

 

 今年度、国際ロータリーのテーマは、ご存知の通り「イ

ンスピレーションになろう」であり、私は地区のスローガン

を「ロータリークラブを楽しもう」と致しました。 

３ 

経済と地域社会の発展月間／米山月間 

ロータリー友誌  

委員会報告 

出 席 報 告              

ニコニコ箱の報告 

 

国際ロータリー 

 2018-2019年度 

第2640地区 

 ガバナー 

   樫畑 直尚 様 

ガバナーアドレス 



 私たちの地区では、地方経済の衰退、人口減少や高

齢化が顕在化し、そして不幸な事に長期の混乱が続きま

した。一方で、この間も、国際ロータリーや日本の各地区

のロータリーは、かつての私たちがそうであったように進

化を続け、社会変化への環境適応力をさらに増していま

す。比較して思うに、この間、私たちは多くを失いました。

クラブ、会員数、公共イメージ、そして私たち会員同士が

世界とつながる「Connect」力。 

 その脈絡で捉えると、今年度、私と私たち地区の仲間

に与えられた役割は、将来にわたって持続可能なクラブ

作りと、世界の仲間との連携で地歩を固めていく事だと

思っています。 

 おりしも、１２０万人会員を擁する国際ロータリーの新し

いキャンペーンは「世界を変える行動人」。私たちの年度

から始まるキャンペーンでもあり、当地区でも、世界の仲

間としっかりと足並みを合わせて「世界を変える行動人」

の浸透に努めて参る所存です。 

 今年度、国際ロータリー会長のバリー・ラシン氏は、

ロータリークラブの現状についてこう述べています。「ロー

タリーの会員数は、この２０年間ずっと成長しておらず、

会員の高齢化が進んでいる。活動を通じて変化をもたら

すための知識や意欲を持たないクラブがあまりにも多い

し、ロータリーが世界でどんな活動をしているのかを知ら

ず、ロータリーと財団のプログラムを知らないクラブ、参加

方法がわからないクラブもある。ロータリーは会員制組織

であるのだから、奉仕活動を通じて良い世界を築きたい

と思うのなら、その（組織を構成する）会員を大事にしな

ければならない…」。バリー・ラシン会長の掲げるテーマ

「インスピレーションになろう」は、拡大・増強にも当て嵌ま

る言葉です。ひらめきや気付きの機会は、きっとマンネリ

化した雰囲気に一石を投じることになるでしょう。 

 我が国のロータリークラブ会員の減少ですが、1996年

のピーク時には約１３万人であったのが、現在は約９万人

と３割以上の減少となっています。当地区においては深

刻で、1996年の約４千人に比べると会員数は半減し1千

９百人となっています。情熱を注がれ歴史を重ねてきたク

ラブでさえ、惜しいことに会員減少が理由でいくつも失っ

てきました。会員増強や退会防止に、即効性、特効性の

ある処方はないかも知れません。しかし、次世代におい

ても「持続可能なクラブ」を作ることが大事だと思うなら、

有効だと思われるすべての手段を投入したとしてもその

価値はあろうかと思います。 

 しかし、処方に知恵を出し合うにしても、会員であること

の「楽しみ」がなければ、当人には会員であることの魅力

はありません。根本は、ロータリークラブを楽しめるか、楽

しめないかにあるのではないでしょうか。ロータリークラブ

の楽しみ方は、それこそ無限。しかし、会員がその楽しみ

方に出会えるかどうかは組織のあり方次第です。 

 

 

経済と地域社会の発展月間／米山月間 

４ 

閉会・点鐘 （上野山(栄）会長） 

 

樫畑直尚ガバナー公式訪問を記念して 


