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１．真実かどうか

e-mail

四つのテスト

２．みんなに公平か

言行はこれに照らしてから

３．好意と友情を深めるか

毎週木曜日 12:30
紀州有田商工会議所6F
〒649-0304
有田市箕島33-1
紀州有田商工会議所２F
有田ロータリークラブ
Tel (0737）82-3128
Fax (0737) 82-1020
昭和34年6月15日

http://www.aridarc.jp
office@aridarc.jp

～

４．みんなのためになるかどうか

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

本日のプログラム

平成３０年１１月１５日 第２８９２回
・外部卓話：楠部 睦美 氏（有田川女子会）
「女性も楽しくまちづくりに」
・ソング：「それでこそロータリー」

平成３０年１１月８日 第２８９１回
・外部卓話：中野 均 氏(2640地区ガバナーエレクト・
前地区Ｒ財団委員長)「ロータリー財団各種寄付金」
・ソング：「君が代」「奉仕の理想」

経てば時代の変化と共に目的も内容も考え直し、関係者
で共有することも大事だと思います。「継続する」ということ
は少しずつブラッシュアップさせ、「常に変化させていく」こ
とです。このままではマンネリ化し魅力のないイベントと
なってしまうでしょう。商工会の青年部で行なっていた頃と
比べ、組織は大きくなり運営は楽になったのですが、その
分、主体性がぼやけてしまい変革が出来なくなっているこ
とは残念です。
では、長年続いているイベントをどのようにして新しい形
に変えていくのでしょうか？「若者が意見を言える」「女性
の意見を取り入れる」など、実行委員会の変革が必要であ
り、「リーダーの交代」も必要に応じて行うべきでしょう。資
金確保の方法「寄付のあり方」にも工夫が必要です。「ター
ゲット」をしっかりと考えることも重要です。地域の方々が楽
しむために行うのか？地域外の方々を呼び込みPRするの
か？何れにしてもリーダーシップを発揮できる責任者が必
要であり、このようなイベントを通じてまちのリーダーが育
成されていくチャンスだと思います。
そう考えると私たちの商売、事業にも同じことが考えられ
るのではないでしょうか。事業の継承が出来てこそ職業奉
仕が実践出来ます。ロータリアンは事業主がほとんどで
す。まずは、このシビアな時代を乗り越えなければなりませ
んね。

前回の報告（第２８９０回例会）
開催日
開 催 日 平成３０年１０月２５日(木）

点

鐘

（上野山（栄）会長）

ゲストの紹介

（川口親睦活動副委員長）
ゲスト：山本 琢哉 様 （クロノ代表）

会長の時間

（上野山(栄)会長）
12月13日の年次総会に向け
て、指 名 委 員 会 を 設 置 致 し ま
す。10月理事会で承認を頂き、
恒例により委員長には成川直前
会長に、委員には私を含めた歴
代会長にお願いしています。次
年度に向け、よろしくお願いいた
します。
24日は世界ポリオデーでした。日本時間の本日の7：00
からフィラデルフィアで行われているイベントをパソコンで
ライブ配信視聴も出来たようですが、ネットワークがうまく
繋がらず視ることが出来ませんでした。後日、RIのホーム
ページからも動画配信されるようですので確認して報告し
たいと思います。
さて、めっきり秋めいて朝夕は肌寒くなりました。この時
期は地域イベントも多数行われます。11月4日には紀州
有田商工会議所が主催のふるさとうまいもんまつりが開催
されます。こちらは有田市の大きなイベントです。有田川
町では先日の21日（日）に有田川どんどん祭りが町を上
げて開催されました。私も毎年参加しています。町を巻き
込み実行委員会で行って21回目を迎えたこのイベントで
すが、当時は商工会青年部が行なっていたものが町の一
大イベントとなった訳です。ところがそこから20年近く、当
時の内容とほぼ変わっていない現状があります。20年も

幹事報告

（嶋田(崇)幹事）
１．10/27(土)､10/28(日)地区大会出席者予定表
場所 : 「ホテルグランヴィア和歌山」
※10/27(晩餐会含む)…成川守彦､上野山栄作､上野
山りか(会長夫人)､嶋田崇
※10/28
○9:30～ 新会員の集い…成川守彦､福原陽司､川口
健太郎､丸山芳孝､菅原佳典(昼食付)
○13:00～本会議…橋爪正芳､橋爪誠治､橋本拓也､石
１

経済と地域社会の発展月間／米山月間
垣泰伸､岩本道弘､井上修平､児島良宗､松村秀一､
成川雅史､中元耕一郎､上野山英樹､上野山捷身､脇
村重徳､成川守彦､福原陽司､川口健太郎､丸山芳
孝､菅原佳典､上野山栄作､嶋田崇
・1号車 上野山栄作…児島良宗､橋爪正芳
・2号車 嶋田崇…上野山英樹､上野山捷身､脇村重
徳
・3号車 井上修平 …中元耕一郎､岩本道弘
・直接ホテルへ…橋爪誠治､橋本拓也､松村秀一､石
垣泰伸､成川雅史
●12:30にホテル6階受付前に集合。
●参加費…会員一人2,000円を後日徴収､晩餐会参
加者は別に一人20,000円徴収します
２．次週は休会（祝祭日の週）です。

お願いします。
木本君：山本琢哉さん、ようこそ有田ロータリークラブへ。
本日の卓話宜しくお願い致します。
菅原君：山本様、卓話よろしくお願い致します。
嶋田（ひ）君：山本様、本日は宜しくお願い致します。卓
話楽しみにしております。
橋本君：山本様、本日はようこそ有田ＲＣへ。本日の卓話
よろしくお願いします。
児島君：山本琢哉様、お話、楽しみです。
石垣（洋）君：山本琢哉様、卓話楽しみにしています。早
退させていただきます。
岩本君：嶋田先生、昨日はお世話になりました。今日は
他の用務の為早退させていただきます。
松村君：山本様、いつもお世話になっています。今日もよ
ろしくお願いします。

卓

委員会報告
＊米山記念奨学会委員会（橋本副委員長）
10月20日（土）開催の「地区クラブ米山記念奨学委員
長会議」及び「カウンセラー研修会」に参加してきました。
委員長会議では寄付の状況について説明があり、各クラ
ブ委員長に対して①委員長、会長、幹事が率先して寄
付をして下さい。②年間を通じて米山奨学生を卓話によ
んでください。③米山委員会の活動を卓話で説明してく
ださい。カウンセラー研修会ではカウンセラーの役割や
注意事項の説明があった。

出 席 報 告

（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２３名
（出席規定免除会員７名）
７９．３１％
10/11
９３ ．５５％
ＭＵ：なし

ニコニコ箱の報告

（松村ＳＡＡ）
上野山(栄)君：山本琢哉さん、本日は有田ＲＣにお越し
下さりありがとうございます。卓話楽しみです。週末は
地区大会です。ご参加の皆様よろしくお願いいたしま
す。
嶋田(崇)君：ＩＭのＰＲ、担当２クラブは昨日で終わりまし
た。橋爪正芳さん、岩本道弘さん、ご苦労様でした。山
本様、卓話有難うございます。
上野山(英)君：山本琢哉様、本日の卓話拝聴させて頂き
ます。
橋爪(誠)君：山本琢哉さん、ようこそ有田ＲＣへ。本日の
卓話よろしくお願いいたします。
川口君：山本琢哉様、ようこそ有田ＲＣへ。本日の卓話楽
しみにしています。
上野山(捷)君：山本琢哉様、本日の卓話、ありがとうござ
います。
中元君：山本様、ようこそ有田ＲＣへ。本日の卓話よろしく

話

「クリエイティブに地域の魅力を発信する」

クロノ代表

山本 琢哉 様

今回はお招きくださったこと、大変うれしく御礼申し上げ
ます。
早速ですが、今回の私のテーマは「クリエイティブに地
域の魅力を発信する」です。私自身、生まれ育った有田
の街が大好きで、先人の方々に育てて頂いたことに、深
く感謝して日々を生きております。その中で、ただ感謝す
るのではなく、私自身がその思いをどう表現していくかが
重要だと考え、自身の職業（映像制作・ブランディング業
務）を通じて、微力ではありますが、自主的に町の魅力を
発信しております。
発信するということは主に遠くや外にむけて発信するも
のかと思いがちですが、外は外でも「中の価値観」、地域
に住んでいる人の意識改革を重要視しています。そこに
住む方々、一人一人が地域の魅力を再認識し、情報発
信の力をつけてこそ、外部からのお客様の満足度を高め
られるのだと思うのです。簡単に言えば、例えば自分や
地域の子ども達に自慢できる町になってこそ、地域が活
性化すると考えております。自分が今見ている視点を逆
に考え客観的思考をもち、見る人の心に伝わるようなクリ
エイティブな感覚を有田に。全ては人、「発想を変えるだ
けで世界が変わる」のです。地方創生とはその地域で生
活している人が普通に頑張って生きること、そしてそれを
どのように見せ発信するのか。
まだまだこれから、たった一度の人生です。頭の中をク
リエイティブにしよう！

閉会・点鐘
２

（上野山(栄）会長）

経済と地域社会の発展月間／米山月間

2018-2019国際ロータリー第2640地区
2018年10月27日（土）28日（日）

地区大会

於：ダイワロイネットホテル和歌山

RI会長賞 有田ＲＣが受賞。橋本直前幹事が代表して
授与されました。

ロータリー財団表彰 (Arch Klumph-Trustees Circle)
成川守彦・恵美 ご夫妻が表彰されました。

MyRotary登録率表彰 （目標達成クラブ）
成川守彦直前会長が代表して授与されました。

ポリオ・プラス寄付優秀クラブ（有田ＲＣ 会員1人当たりの年間寄付額第１位）
米山奨学金寄付優秀クラブ （有田ＲＣ 会員1人当たりの年間寄付額第１位）
上野山栄作会長が代表して授与されました。

３

