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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 

び出して、親睦関係をつくり、お互いに助け合う仲間づくり

でありました。明後日のこの記念日に向けて、有田クラブ

でもロータリーの原点の実践をもう一度考えてみたいとい

思います。元々は商売上の安心した取引を目的としたもの

でしたが、今も尚、親睦はロータリーの根幹であることに間

違いはありません。 

 最も親睦が図れるひとつとして委員会活動があります。

本年度は委員会活動の細部まで関与せず方向性のみお

願いしています。この60年続く有田ロータリークラブの組織

力を信じているからです。委員長も初めての方が多いです

が、是非、何をするにも委員会を開催してください。委員

会の中で委員に助言をうながしてください。委員もご自身

から委員長をフォローする気持ちを持ち委員会の中で議

論を交わしてください。それによって親睦が深まるのだと思

います。 

 一方、沢山の事業や特別委員会があり、ご自身の役割

が届いていない場合もあると思います。今一度、ご自身の

役割を確認いただき、事業自体を理解しようと自らがアク

ションを起こして頂きたいのです。組織上のボトムからトッ

プを支えて頂ければ幸いです。私も今後の予定などを皆

さんに共有できるよう努めていきたいと思います。ロータ

リー創立記念日に今一度ロータリー親睦活動を考え、意

識して参りましょう！3月は例会以外に沢山の事業がありま

す。どうかご協力ください。 

●3月の予定 

7日（木）15：00から有田市文化福祉センターへの時計の

寄贈式（除幕式）。多くの会員の皆様にお立会い頂きた

いと思います。 

15日（金）午前中 箕島高校での職業紹介事業。基本、全

員のご協力を仰ぎたいと考えます。 

31日（日）親睦家族旅行 大阪の羽曳野市にある河内ワイ

ナリーの見学と奈良県五條市にある五條源兵衛の食

事。皆さんで60周年記念の楽しい旅行に致しましょう。

開 催 日 

THE ROTARY CLUB OF ARIDA 

 

前回の報告（第２９０１回例会） 

平成３１年２月２１日(木）  

（上野山（栄）会長） 

 

 

（上野山(栄)会長） 

「創立記念から原点を」 

 2月23日はロータリー創立記念

日であります。1905年の2月23

日、弁護士のポール・ハリスは3

人の仲間と会合を持ちました。そ

の時の仲間とは、石炭商シルベ

スター・シール、洋服仕立て業の

ハイラム・ショーレー、鉱山技師

のガスターバス・ローアです。こ

の会合は、シカゴのダウンタウ

ン、ユニティ・ビル711号室、ローアの事務所で開かれまし

た。ポール・ハリスの考えは、さまざまな職業から政治や宗

教に関係なくお互いの意見を広く許しあえるような人を選

  平成３１年２月２８日 第２９０２回 

・後期ＩＤＭの発表 

 

・ソング：「四つのテスト」 

  平成３１年３月７日 第２９０３回 

・外部卓話：金子巧氏(ＣＡＭＰＳ有田川） 

  「クラフトビールでハッピーなまちを」 

・ソング：「君が代」「奉仕の理想」 

１ 

点  鐘 

開催日 

２９０１ Nｏ． 

米山功労者表彰 

会長の時間  

島 海碩 書 

担当：嶋田(ひ)委員、児嶋委員 

ロータリー米山記念

奨学会より中村吉伸

君に「第9 回米山 功

労者」の感謝状が届

きましたので、上野山

(栄)会長より授与され

ました。 

同じく、ロータリー米山記念奨学会より「第28回米山功労

クラブ」の感謝状が当クラブに届きました。 



２ 

平和と紛争予防／紛争解決月間 

（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２５名 

  （出席規定免除会員６名）  

         ８９．２９％ 

1/31     ８６．２１％ 

MU:成川(守)君、岩橋君、上野山(英)君、丸山君 

2/7     ９０.００％  MU：なし 

 

 

（松村ＳＡＡ） 

上野山(栄)君：皆様、後期IDMお疲れ様でした。本日は

60周年についてのご協議よろしくお願いします。 

嶋田(崇)君：本日のクラブ協議会、宜しくお願いします。

英樹さん、ご苦労様です。 

北畑君：本日のクラブ協議会、よろしくお願いします。 

川口君：本日のクラブ協議会、宜しくお願い致します。 

木本君：本日のクラブ協議会、宜しくお願い致します。 

井上君：本日の協議会、よろしくお願いします。 

橋本君：本日のクラブ協議会、よろしくお願いします。 

児嶋君：今月始め、28回目の結婚記念祝いを頂きありが

とうございました。 

石垣(泰）君：親睦活動委員会での家族旅行の出欠を確

認させていただいております。参加宜しくお願い致しま

す。 

橋爪(誠）君：創立60周年事業の説明、よろしくお願い致

します。 

菅原君：クラブ協議会宜しくお願い致します。 

中元君：本日のクラブ協議会で発表させていただきま

す。よろしくお願いします。 

中村君：上野山(英)様、本日のクラブ協議会よろしくお願

いいたします。 

松村君：上野山英樹様、クラブ協議会よろしくお願いしま

す。 

 

 

①創立60周年記念事業の説明 

      

（１）地域活性化コンテスト（ロータリーデー）「僕らが有田

を楽しいまちにする」 2018年7月26日、8月25日開催 

詳細な予定につきまして親睦活動委員会でじっくり練

り上げてくれていますので、どうか多数のご参加をお

願いします。また、お申し込みはお早めにお願いいた

します。 

 

（嶋田(崇)幹事） 

１．第８回定例理事会報告 

 ①2月3月の例会プログラムの

件…承認 

 ②１月試算表の件…承認 

 ③新年会決算報告の件 

               …承認 

 ④新会員の件…承認  

 ⑤箕島高校職業紹介事業の

件…承認  

 ⑥親睦家族旅行の件…承認 

 ⑦60周年事業の件…承認 

 ⑧第2分区ＩＭ記録その他の件…承認 

 ⑨2019年度米山記念奨学生受け入れの件…承認 

２. ハイライトよねやまが届く→丸山米山委員長 

３．クラブ会長エレクト研修セミナー(ＰＥＴＳ）開催案内が

届く→橋本会長エレクト 

４．次年度のためのＲＩ資料が届く→橋本会長エレクト 

 

 

 

（児嶋Ｒ広報委員） 

ロータリーの友誌２月号 

☆横組 

・P3 RI会長バリーラシン会長メッセージ 

・P7～ 特集 紛争解決月間「難民を知る」 

・P16～ 米山梅吉記念館は今年創立50周年を迎えます 

・P31 地区大会の報告 2640地区が掲載 

☆縦組 

・P18 卓話の泉「イラッときたら６秒待つアンガーマネジメ

ント」 

 

 

 

 

 

 

 

＊親睦活動委員会（石垣(泰)委員長） 

 親睦家族旅行の出欠を確認しています。皆様、ぜひご

参加ください。 

 

 幹事報告  

クラブ協議会 

ロータリー友誌  

委員会報告 

出 席 報 告              

ニコニコ箱の報告 

 

(左) 表紙「幸せの足跡」 
 

(右) 表紙「雪遊び」 

有田ロータリークラブ創立60周年記念事業につい

て、配布資料に基づき説明があり、例会参加者全員

で協議しました。詳細は本日配布しました資料をご

覧ください。 

 

上野山(英) 

 60周年記念事業 

  特別委員会委員長 



③有田ロータリークラブ「中期ヴィジョン」の策定に

ついて 
                                   中期ヴィジョン策定部会 

                                        部会長   成川 守彦 

                                           副部会長  中元耕一郎 

                               中村 吉伸 
 

 国際ロータリーよりクラブ戦略計画策定の推進を指示さ

れていること、そしてまた有田ロータリークラブ創立60周

年という節目の機会でもあり、今回当クラブの「中期ヴィ

ジョン」を策定したいとの上野山栄作会長の意向を受け、

本日会員の皆様にアンケート調査をお願いすることにな

りました。来週（2月28日）回収しますので、ご協力のほど

お願いいたします。 

 さて、2018－2019年度国際ロータリーならびにロータ

リー財団の年次目標は、 

 優先項目１；「クラブのサポートと強化」に関する目標 

 優先項目２；「人道的奉仕の重点化と増加」に関する目

標 

 優先項目３；「公共イメージと認知度の向上」に関する

目標となっています。 

 これらは資格にかかわらず多様な会員を増やし、より多

く集めた寄付金でポリオなどインパクトのある人道的奉仕

事業を推進します。そして、これらの活動を世界に向けて

発信しロータリーの役割の周知を図ります。 

 また、2017年6月RI理事会の会合で職業奉仕委員会の

責務を社会奉仕委員会に統合することも承認されまし

た。まさしく、ロータリーは職業的団体ではなく、人道的

団体となることを奨励していると言えます。 

 以上のことなども判断材料の一つとしてアンケートにお

答えしていただきたいと思います。当クラブ理事会の承

認を受けた後、今回のアンケート結果を参考にして、

2025年有田ロータリークラブ「中期ヴィジョン」を策定した

いと思います。 

 

 

 

３ 

平和と紛争予防／紛争解決月間 

（２）寄贈事業 

  文化福祉ンセンターへ時計の寄贈 

  贈呈式：2019年3月7日(木）15：00～ 於)有田文化福

祉センター 

（３）法要例会 

  2019年4月4日（木）12：30～ 於)フューネラル有浄会

館 対象物故者は榎本秀彦君、浦元信君、川村克人

君、浅井修一郎君。導師は児島良宗君、会員は平服

＆黒ネクタイで出席する。 

（４）まちづくりサミット 

  2019年5月12日(日） 12：30～於)橘家 

  詳細はこの後上野山（栄）会長より説明。 

（５）有田ロータリークラブ中期ビジョンの策定 

  記念式典で発表。詳細はこの後中元会員より発表。 

（６）有田ロータリークラブ創立60周年記念式典・祝賀会  

  2019年5月12日(日) 16：00～ 於)橘家 

（７）記念誌 

  冊子としては作成せずホームページ上に掲載、CDで

の配布する。 

（８）60周年記念品 

  有田ロータリークラブ創立60周年記念名入れワイン 

 

 

②まちづくりサミットの説明 
                         上野山(栄)会長 
 

 有田ロータリークラブが独自に推薦する各グループに

取り組みについてのプレゼンテーションを行って頂きま

す。また、キーマン達と「持続可能なまちづくり」に対する

可能性を問いたいと考えます。その様な取り組み事例と

ディスカッションを行い、これからの地域の担い手である

方々に聴いて頂きます。推薦グループや次世代の方々

がそこに集い、地域の可能性に目覚めて頂き、自分達の

出来ることを模索し、地域の可能性に対するモチベー

ションを上げ、更なるグループが生まれ、地域活性化に

向かうインスピレーションとなることを目的とします。 

 

事業テーマ：「発見！新しいまちづくりの一歩」 

 ①ロータリーデー地域活性化コンテスト表彰 

   最優秀賞プレゼンテーション 高校球児プレゼンツ 

 ②Good Creation賞 プレゼンテーション 4チーム 

 ③パネルディスカッション「持続可能なまちづくり」 

閉会・点鐘 （上野山(栄）会長） 

日程 ３月の例会プログラム 

3/７(木) 

外部卓話：金子 巧 氏 

      （CAMPS有田川） 

「クラフトビールでハッピーなま

ちを」 

3/１４(木) 
外部卓話：濱崎 算悟 氏 

        （ＭＪＴ） 

3/２１(木) 休 会 

3/２８木) 会員卓話：福原 陽司 君 


