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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 

に入会にふさわしい人材であると思い、説明させていただ

き本日に至ったわけです。どうか、皆様、宜しくお願いいた

します。 

＜会長歓迎の言葉＞ （上野山(栄)会長） 

 嶋田恵さん、ご入会おめでとう

御座います。会員一同、心より

歓迎します。貴重な女性会員と

して、ご活躍を期待しています。

ロータリーは参加から始まり、ま

ず親睦を深めることから始めてく

ださい。嶋田さんは本年度、2つ

の委員会に所属して頂きます。

例会運営委員会と親睦活動委員会です。6月末までその

委員会でゆっくりで結構ですので活動してみてください。

皆さんとの親睦が図れるはずですし、毎回の例会も良くわ

かると思います。5月には創立60周年をお祝いする事業や

式典・懇親会がありますので、運営に参加することで有田

ロータリークラブを深く知ってもらえると思います。 

 会員の皆様、嶋田さんを迎えられたことは嬉しいことで

す。本年度の会員数の目標は33名です。あと一人、皆様

のご協力をお願い致します。 

 

開 催 日 

THE ROTARY CLUB OF ARIDA 

 

前回の報告（第２９０４回例会） 

平成３１年３月１４日(木）  

（上野山（栄）会長） 

 

（石垣（泰）親睦活動委員長） 

ゲスト：濱崎 算悟 様 (MJT） 

     岡田 和也 様 （有田市立病院副院長） 

 

 

＜新会員紹介＞ 上野山(栄)君 

 本日入会の嶋田恵さんをご紹介します。お仕事はこちら

の紀州有田商工会議所3階のアクサ生命に在籍し、個人

業を営んでいます。職業分類は新設した「トータル・ライ

フ・プランナー」であります。本会でもお知り合いの方もい

らっしゃると思いますが、私も会社でお付き合いがありまし

た。彼女とは箕島高校時代の同級生であることを、ここ数

年前に気づきました。仕事の面では実直で自分の意見を

しっかり言えるタイプであり、お客様本位のプランを提案し

てくれました。実は昨年の暮れ頃に「上野山さん、お話が

あるのですが」と嶋田さんの方から声をかけてくださり、今

回の入会に至りました。今まで人生は仕事一筋でしたが、

今後は社会に奉仕したいと願う彼女の思いを聞いて、まさ

  平成３１年３月２８日 第２９０５回 

・会員卓話：福原 陽司 君 

  「金融と経済」 

・ソング：「四つのテスト」 

  平成３１年４月４日 第２９０６回 

・法要例会（於：フューネラル有浄会館） 

 

・ソング：「君が代」「奉仕の理想」 

１ 

点  鐘 

開催日 

２９０４ Nｏ． 

島 海碩 書 

ゲストの紹介 

担当：菅原委員長、丸山委員 

 入 会 式 

 

 上野山(栄)会

長 よ り 新 会 員

の嶋田恵君に

ロータリーのエ

ン ブ レ ム が 装

着されました。 
 

 新会員 

   嶋田 恵 君 

（職業分類:トータルライ

フプランナー） 

（1962年4月16日 生） 



２ 

水と衛生月間 

（嶋田(崇)幹事） 

１．第9回定例理事会報告並びに第4回持ち回り理事会

報告 

＜第9回定例理事会報告＞ 

①3月･4月の例会プログラムの件…承認 

②2月試算表の件…承認 

③箕島高校職業紹介事業の件…承認 

    3/14(木)16時～ 箕島高校体育館にて準備作業 

④ 親睦家族旅行の件…承認 

  3/14(木)中に参加者､バス乗降場所･時間の確定 

⑤60周年事業の件(法要例会その他)…承認 

  会員は平服､黒タイ｡ 4/18(木)例会後､現場確認(各担

当者､橘家にて) 

⑥桜木の手入れの件…承認 

  4/14(日)みかん海道午前9時集合､その後ウエノ公園

班と分かれる 

⑦意議ある奉仕賞の件…承認 

  今年度のロータリーデー事業で応募する 

⑧Ｒ財団地区補助金事業(ミャンマー国際奉仕事業)報

告書の件…承認 将来、グローバルプロジェクトでどう

か？ 

⑨次期米山記念奨学生受け入れ並びにカウンセラー任

命の件…承認 任泰然(ﾆﾝﾀｲｾﾞﾝ)君(中国、和大生、4

月より2年間)、ｶｳﾝｾﾗｰ→川口健太郎君 

⑩ロータリーカレッジの件…承認 

  5/25(土) 16時～19時、橘家、「例会の重要性とクラ

ブ奉仕の役割」 

＜第4回持ち回り理事会報告＞ 

 議案：新会員嶋田恵さんの所属委員会並びにメンター

の任命の件…承認  所属委員会→例会運営委員会

委員､親睦活動委員会委員、メンター→上野山栄作君 

２．地区より「クラブ社会奉仕委員長会議」の開催案内→

川口君 

３．次週の3/21(木)は､春分の日(祝日)で休会です｡ 

 

 

（菅原R広報委員長） 

＊ロータリーの友誌３月号 

[横組] 

P3 ＲＩ会長のメッセージには各国のローターアクトクラブ

の現状について書かれています。 

P7～ 水と衛生月間についての特集 

P13～ 国内のローターアクトクラブ会長によるクラブの会

員増強と維持についての意見が述べられており、先日

のIDMで話し合われた中で出たような親睦を主とした

例会の運営での課題や大学を基盤としたクラブの会

員獲得のための行動。また、インターアクトクラブから

ローターアクトクラブへの繋がりなどについて書かれて

います。 

P19～ マーク・マローニーＲＩ会長エレクトが考えるロータ

リーの将来像についての記事 

P25 当地区のガバナーエレクトである中野さんが国際競

技会に参加した感想が載っています。 

P44 ＲＩ会長メッセージにも紹介されているガーナのロー

ターアクトクラブの記事 

（原君） 

 

 

（上野山(栄)会長） 

 皆さん、明日は箕島高校で職業紹介の事業が行われ

ます。平日の午前中ということもありますが皆様のご参加

を宜しくお願い致します。そして、本日はMJTの濱崎様が

お越しくださいました。私は2年続けてミャンマーでお世

話になり、親友のように感じております。このようにお話を

聞くのは初めてですので楽しみです。後ほど宜しくお願

いいたします。 

  本日は、4月14日からシカゴで3年ごとに開催される規

定審議会の案件に、国際ロータリー理事会が後で追加し

た新規案件1件と修正案3件の内、特に気になる案件を

ご紹介します。 

 

ローターアクトクラブにRI加盟を認める件 

制定案19-72は、RI定款と細則においてローターアクトク

ラブを認知し、その位置づけを高めることにより、ロー

タリークラブと対等な存在に近づけるものです。理事会

は、組織規定においてローターアクトを正式に認知

し、ローターアクトがロータリーファミリーにおいて果た

す重要な役割を強調すべき時が来ていると強く感じて

います。ローターアクトクラブは、引き続き独自の標準

定款を有し、独自のアイデンティティを維持してクラブ

での独特な経験を保ちながら、RIからさらなるサポート

を得ることができるようになります。 

 

ローターアクト・インターアクト委員会の職務権限を改正

する件 

制定案19-75は、委員会の責務からインターアクトを除外

することで、ロータリークラブが主導する青少年プログ

ラムであるインターアクトとは明確に異なるローターアク

トの会員としての体験を強調するものです。これにより

委員会は、ロータリ―への新たな経路として大きな可

能性を持つと戦略計画が特定したローターアクトの経

験の改善に焦点を絞ることができるようになります。RI

会長は今後も、インターアクト委員会を任命することが

できます。 

  

この案件が規定審議会で可決されると、ローターアクトク

ラブの位置付けが大きく変わり、ロータリークラブの大き

な変革だと思います。どのようにコントロールしていくの

か？今後の動きが楽しみであります。 

 幹事報告  

会長の時間  

ロータリー友誌  

退会の挨拶 

原 敬 君が転勤のため退会

されます。 

多忙な業務の中、例会への

出席、そして特に青少年へ

の奉仕活動等で活躍してく

れました。ありがとうございま

した。益々の御活躍をお祈

りいたします。 



川口君：濱崎算悟様、ようこそ有田RCへ。本日の卓話宜

しくお願い致します。明日は職業紹介事業です。皆様

のご協力に感謝致します。 

菅原君：MJT濱崎様、卓話宜しくお願い致します。 

児島君：濱崎さん、卓話楽しみです。 

橋爪(誠)君：濱崎さん、遠い所へ足を運んで頂き誠にあり

がとうございます。ミャンマーの国際奉仕事業、いつも

大変お世話になっております。本日よろしくお願いしま

す。 

上野山(捷)君：濱崎算悟様、ようこそ有田ロータリークラ

ブへお越し下さいました。卓話楽しみにしていました。 

木本君：濱崎算悟様、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。嶋田恵さん、ご入

会おめでとうございます。これから宜しくお願いしま

す。 

中元君：濱崎さん、岡田先生、ようこそ有田ロータリークラ

ブへ。 

井上君：嶋田さん、ご入会おめでとうございます。濱崎

様、卓話宜しくお願いします。 

松村君：濱崎様、ようこそ有田RCへお越し下さいました。

ありがとうございます。嶋田恵さん、入会おめでとうござ

います。 

 

 

「MJTとミャンマーについて」 
ＭＪＴ 濱崎 算悟 様 

 

 2017 年、2018 年 の 有 田

ロータリークラブ様のミャン

マーでの奉仕事業に同行さ

せていただき誠に有難うござ

いました。皆様のおかげで私

も普段お会いする機会のな

いミャンマーの方達とお会い

することができ、またミャン

マーに対する理解や親近感

をより一層深める事が出来ま

した。そして今日、私がミャンマーについてお話しさせて

いただくことで皆様がミャンマーにより興味を持っていた

だければ幸いです。 

 私は兵庫県神戸市で自動車販売と整備業と機械の輸

出業を営み、ミャンマーに日本の中古農機具やオートバ

イを輸出しております。私とミャンマーとの接点は、私が

小学生のころからで、私の父が経営する貿易会社に当

時多いときで5人ぐらいのミャンマー人が働きに来ていま

した。そのうちの一人のチョータというミャンマー人は父の

会社で退職するまで30年ほど勤めてくれました。日本で

働いているミャンマー人の中ではパイオニア的な存在

で、よく週末になると彼が住んでいる寮にミャンマーの方

が大勢集まっていました。2018年度にミャンマー奉仕事

業の夕食会でお会いできた、ミャンマーの米山学友会会

長のタンシンナインさんの叔父になります。 

 ある時その彼から「後輩が農業機械をミャンマーに送り

たいみたいだから協力してほしい」と頼まれ、会ったのが

今回のミャンマーでのサポートを引き受けてくれたMJTと

３ 

水と衛生月間 

[縦組] 

P22～ ロータリーアットワークにはインターアクトクラブの

活動記事が多く掲載されています 

P21  ロータリー歌壇に田辺RCの山路さんの詠まれた歌

が掲載されています 
 

 今月号は当然「水と衛生月間」に関する記事が多いで

すがローターアクトクラブ、インターアクトクラブに関する

記事も特に多く掲載されていました 

 

 

＊親睦活動委員会（石垣(泰)委員長） 

 親睦家族旅行の参加について 
 

＊社会青少年奉仕委員会（川口委員長） 

 ①職業紹介事業の案内 

 ②みかん海道並びにウエノ公園桜木の手入れ、清掃

活動の案内 

 

 

（木本例会運営委員長） 

本日の会員数３２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７名） 

     ８６．６７％ 

2/28  ８６．２１％ 

MU：成川(守)君、石垣(洋)君、宮井君、中村君 

   児嶋君、菅原君 

 

（松村ＳＡＡ） 

上野山（栄）君：MJTの濱崎様、ミャンマーでは2年続けて

お世話になりありがとうございました。有田RCへお越し

下さり、ありがとうございます。卓話よろしくお願いしま

す。嶋田恵さん、ご入会おめでとうございます。岡田先

生、ようこそ有田RCへ。 

嶋田(崇)君：濱崎さん、遠いところ有難うございます。一

昨年はミャンマーでお世話になりました。 

原君：4月より関東での勤務となるため、本日の例会が最

後となります。短い間でしたがお世話になりました。あり

がとうございました。有田ロータリークラブの益々の発

展をお祈りしております。 

成川(守）君：MJT濱崎様、大変お世話になっておりま

す。直前会長 成川 

丸山君：濱崎さん、卓話よろしくお願いします。楽しかっ

た日々を思い出します。その節はガイド有難うございま

した。 

嶋田(ひ)君：濱崎様、ようこそ有田RCへ。本日の卓話よろ

しくお願いします。嶋田恵様、入会おめでとうございま

す。 

橋本君：濱崎様、ようこそ有田RCへ。本日の卓話よろしく

お願いします。嶋田恵様、有田RC入会おめでとうござ

います。 

児嶋君：濱崎算悟様、ようこそ有田ロータリーへ。ミャン

マーでは大変お世話になりました。本日の卓話たのし

みにしています。嶋田恵さん、よろしくお願いします。 

 卓 話 

委員会報告 

出 席 報 告              

ニコニコ箱の報告 



いう会社の代表イェトゥンアウンでした。彼は兵庫県三木

市に自宅を構えており、日本人の奥さんと子供2人と住ん

でいます。現在はミャンマーでの仕事が忙しく3か月に一

度日本に帰ってきて日本とミャンマーを行き来していま

す。MJTは主に日本の中古農業機械を自社で整備し販

売している会社で、今年で設立6年目を迎えます。 

 私が今回ミャンマーでの奉仕事業に参加させていただ

いたのは、私が在籍している空手会派「拳修会」が中元

先生と奥様に日ごろから大変お世話になっていることが

きっかけです。中元先生からミャンマーの方たちに何か

サポートしてあげられることはないかとお話をいただき、

イェトゥンと相談し、有機肥料や農薬などを作る講習をし

ていただくことで話が進みました。 
 

＜2017年キュントンピン村でのミャンマー国際奉仕活動

の思い出と感想＞ 

 2017年はキュントンピン村というヤンゴンから北へ車で3

時間ほどの所にある村へ行っていただきまして、その村

の農家の人達と一緒に有機肥料や農薬、石鹸やシャン

プー等を作る講習に参加していただきました。私の印象

に残っているのは参加された有田ロータリーの方たちが

農家の方たちと一緒に講習に参加し汗を流されたことで

す。その時の皆様の姿勢が彼らに好意的に見られたの

でしょう、その日の講習が終わるころには村の方たちとの

距離が非常に近くなったように感じました。 
 

＜2018年パヤリー村でのミャンマー国際奉仕活動の思

い出と感想＞ 

 2018年は場所を変えましてパヤリー村で前回同様の奉

仕事業をしていただきました。また事業の2日目に2017年

に訪問したキュントンピン村にも再訪問しました。キュント

ンピン村に行きますと、村の方たちが非常に喜んでおら

れて、ある方は「農業をやってきて40年以上になるがこん

な事をして貰ったのは初めてで、これから農業をすること

に希望が持てる」と言われていました。 

 キュントンピン村のお寺のお坊さんの表情が前回2017

年に訪問した時とは違い非常に喜んでおられました。パ

ヤリー村での初日が終わった後の食事会で、ミャンマー

の国会議員にも参加してもらいました。その他にもバゴー

市内にある学校の子供達にもお米や文具を寄付してい

ただき、日本の伝統的なおもちゃ等で学校の子供達と一

緒に遊び触れ合う時間を作っていただきました。その学

校というのは先ほどお話しした少数民族とミャンマー政府

軍との内戦で親や家を無くした子供たちが保護されて集

められた施設なのですが、私にも4歳になる息子がいま

すので、自分の息子と年の近い子供たちがそのような辛

い経験をし、知らない土地で保護されているのを見ます

とやりきれない気持ちになりました。ただその子供達もは

じめは固い表情をしていましたが、皆さんが遊び方を教

えてくれる中で、自然と笑顔で遊ぶようになりました。こん

なちょっとした事で、この様な辛いであろう環境に置かれ

た子供たちからこんなに素敵な笑顔を引き出せるんだと

気づかされました。日本もミャンマーも子供たちの笑顔は

一緒だなと思いました。 

 2年に渡りまして有田ロータリークラブの皆様とMJTとの

コラボレーションで行われましたミャンマーでの奉仕事業

に一緒に参加させていただきまして誠に有難うございま

した。皆様の奉仕事業に参加させていただいた事で非

常に気付かされる事が多く、今回の経験は私にとって宝

物になると思います。そしてこの度のご支援はミャンマー

の方にとって非常に意味の有るもので、ミャンマーの人た

ちがこれから生活していく上で今回皆様に頂いたご支援

は彼らの宝であり財産になるだろうと思います。また宜し

ければ皆様にはこれからもミャンマー人に寄り添っていた

だきあたたかく見守って頂ければと思います。 

 

水と衛生月間 

４ 

閉会・点鐘 （上野山(栄）会長） 

職業紹介事業  

 「キャリアシュミレーション 仕事にふれよう！」 
2019年3月15日(金) 箕島高校体育館にて 

 

箕島高校2年生の就職希望者を対象に、当クラブの会

員の企業ブースを設け、仕事内容や社会人としての在

り方などの話をさせていただきました。また、上野山栄

作会長より、「人生は素晴らしい！だから一歩ふみだそ

う」というテーマで講演会も開催しました。高校生の皆さ

んにとって、社会人として歩んでいく上で参考になれ

ばと思います。 


