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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 

代理で有田振興局長、近隣クラブは会長・幹事の2名ず

つ、ライオンズクラブやJCも2名ずつの参加でした。パスト

ガバナーも多数招待されていました。2000RCは月に一

度、御坊東RCと合同例会を行なっていますが、今回の周

年式典も、それと合わせた形で御坊東RCのメンバーも多

数参加していました。不思議に思ったのは配偶者の参加

が無かったことでした。内容は記念式典の中に記念講演

を行い、その後に祝宴という内容でした。記念式典ではソ

ングの後、物故会員に黙祷を行い、実行委員長の挨拶、

来賓と来訪RCの紹介、そして会長の挨拶があり、そのあと

4名の来賓の祝辞（知事代理の有田振興局長、有田川町

長、樫畑ガバナー代理、創立時のガバナー成川守彦

PGD）でした。その後、祝電披露、感謝状ならびに記念品

贈呈（創立時ガバナーとスポンサークラブ会長）を行なっ

て講演会に移りました。講演者は和歌山県出身者の女子

プロボクシング・フライ級チャンピオンの真道ゴーさんで、

LGBTのお話を、自らの人生経験をもとに目標に向かう大

切さを語られ素晴らしい話でした。その後、閉会の挨拶と

閉会点鐘で式典は終了しました。15分ほどの休憩の後、

祝宴へと移りましたが、やはり一旦会場を空けるとなると時

間つぶしが少々難しく、気をつけるべきだと感じました。そ

開 催 日 
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前回の報告（第２９０９回例会） 
平成３１年４月２５日(木）  

 

（上野山(栄)会長） 

（嶋田（恵）親睦活動委員） 

ビジター：玉井 洋司 君 

      （地区米山寄付増進小委員会委員・田辺ＲＣ） 

 

（上野山（栄）会長） 

「有田2000RC祝二十歳」 

 本日、橋爪正芳さんが例会へ

ご参加いただきました。とても嬉

しく思います。ご無理のないよう

お願いします。また北畑君の初

卓話、とても楽しみです。 

 さて、先にシカゴで行われた

2019年規定審議会についての

報告書が送られて来ました。採

択されました議案について少し

だけ触れておきたいと思います。RIの人頭分担金が

22−23年度まで１ドルずつ上がります。これで6年連続の

値上がりが決定です。そして、メイキャップ規定が休みの

前後2週間であったものが、その年度内であればOKと変

わります。職業分類の現行制限の廃止、ローターアクトク

ラブが RIへの加盟を申請できる等、主だったところであり

ます。何れにしても地区・クラブの今後の協議が必要であ

ります。 

 先日の土曜日に、有田2000RCの創立20周年の記念式

典・記念講演・祝宴に成川PGDと嶋田幹事とで参加して

参りました。間近に控えた60周年の参考になりますので、

その報告をさせて頂きます。 

 沢山の来賓の方を招待していました。和歌山県知事の

  令和元年５月９日 第２９１０回 

・クラブ協議会 

 「創立６０周年記念事業について」 

・ソング：「君が代」「奉仕の理想」 

  令和元年５月１６日 第２９１１回 

・次期会長のための時間 

 橋本 拓也 会長エレクト 

・ソング：「それでこそロータリー」 

１ 

点  鐘 

開催日 

２９０９ Nｏ． 

会長の時間  

島 海碩 書 

ビジターの紹介 

担当：中村委員、嶋田(ひ)委員 



２ 

母子の健康月間 

＊60周年中期ビジョン策定部会（中元副部会長） 

 「講演者とプログラム内容」についてのアンケートをお配

りしています。回答を後方の箱に入れて下さい。 

 

＊会長エレクト（橋本会長エレクト） 

 本日、次年度理事会を開催します。委員会委員長会議

と兼ねていますので関係者の方は、出席よろしくお願い

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２０名 

  （出席規定免除会員５名） 

      ７４．０７％ 

4/11   ８２．７６％ 

ＭＵ：成川（守）君、嶋田（ひ）君 

 

 

（松村ＳＡＡ） 

上野山(栄)君：橋爪正芳さん、ご復帰とても嬉しく思いま

す。ご無理されないようお願いします。米山学友委員

会の玉井委員長様、ようこそ有田ＲＣへお越し下さい

ました。北畑君、本日は楽しみです。 

嶋田（崇）君：北畑君、卓話宜しくお願いします。橋爪正

芳さん、本日のご出席誠に有難うございます。 

玉井洋司君（田辺ＲＣ）：お世話になります。 

地区協議会の懇親会参加者一同：橋本会長エレクト、

4/21は大変お世話になりありがとうございました。次年

度は精一杯頑張りますので、よろしくお願いいたしま

す。 

北畑君：本日卓話をさせて頂きます。緊張しますが、いい

経験をさせて頂く機会だと思い頑張ります。 

嶋田（ひ）君：北畑様、本日の卓話、宜しくお願いします。 

菅原君：橋爪様、復帰おめでとうございます。北畑君、卓

話たのしみにしています。 

岩本君：北畑君、今日の卓話、楽しみにしています。 

中元君：北畑さん、本日の卓話よろしくお願いいたしま

す。 

應地君：北畑さん、卓話を楽しみにしています。 

木本君：北畑貴行さん、本日の卓話宜しくお願い致しま

す。 

福原君：北畑君、卓話楽しみです。がんばって下さい。 

脇村君：北畑貴行君、本日の卓話、よろしくお願いしま

す。 

橋本君：北畑君、本日の卓話よろしくお願いします。 

上野山（捷）君：北畑貴行君、本日の卓話楽しみにしてい

ます。 

児島君：北畑君、本日卓話楽しみです。 

丸山君：北畑貴行君、今日の卓話楽しみにしています。 

井上君：北畑さん、本日の卓話、よろしくお願いします。 

橋爪（正）君：皆さん、お久しぶりです。入院中は何かと

お世話になりました。お陰様で少しずつですが良く

なっています。これからもよろしく。ありがとうございま

す。 

の後、祝宴は有田川町の福祉太鼓で始まり、会長の開

会挨拶のあと、平松酒造の酒樽の鏡割り（樫畑GD・成川

PGD・有田RC会長・御坊東RC会長・2000RC会長）、吉

水会長エレクトの乾杯の後、懇親のみと思いましたらプロ

グラムには入れていない余興として、マジックショー（ちょ

ぴっとみつる）と演歌（南美枝子）と漫談（桂文福さん）と

いう豪華な余興となりました。最後に実行委員長の挨拶

の後、手に手繋いでの締めくくりという内容です。 

 南会長の挨拶で「20周年とはやっと成人になったばか

り」とおっしゃっておりましたが、そのような若々しさ溢れ

る、斬新な周年であったと思います。講演者の選択にお

いてもそうでしたし、余興に力を入れていたことも斬新で

した。何れにしても、私たちの60周年にとても参考となり

ました。万全の準備で臨みたいと考えています。会員皆

さんも、ほぼ全員が出席であります。皆さんで5月12日を

楽しみたいと考えます。 

 

 

（嶋田（崇）幹事） 

１．4/20(土)､有田2000RC創立20

周年記念式典が橘家であり､

当クラブから設立当時のガバ

ナ ー と し て 成 川 パ ス ト ガ バ

ナー､スポンサークラブとして

上野山会長と幹事の嶋田が出

席致しました｡盛会でした｡ 

２．地区よりクラブ社会奉仕委員

長会議とクラブ情報規定委員長会議の案内が届き､各

担当委員長にお知らせしています｡ 

３．次週の5月2日(木)は､国民の休日のため休会です｡次

回の例会日は､5月9日(木)ですのでお間違えのないよ

うに願います｡ 

 

 

＊SAA（松村ＳＡＡ） 

 5月からクールビズを実施します。 

 

＊60周年特別委員会 まちづくりサミット部会 

                          （松村部会長） 

 本日現在、参加者28名を確定しています。この倍を集

めたいと思いますので引き続きよろしくお願いします。 

 

＊60周年特別委員会（橋爪（誠）実行幹事） 

 本日の次年度理事会終了後、各部会長会議を開催し

ます。また、式典当日のポケットチーフは会長より配布予

定です。 

 幹事報告  

委員会報告 

出 席 報 告              

ニコニコ箱の報告 



り、入社１年目には十数件の現場を駆け回っていました

が、忙しさと抱える仕事の多さの中でやりがいを見いだせ

ず、１年半後には退社をしています。仕事が忙しく、給料

をあまり使うこともなく貯金がそこそこありましたので、１年

弱は旅をしたりフラフラとニート生活をしていました。ニー

ト生活をしながら実家の仕事を手伝ったりしていました

が、休眠状態であった今の会社をしてみてはとの事で建

設業にもう一度チャレンジすることになりました。当初は

私と父親の会社の社員に手伝ってもらいながら宅地造成

やリフォームをしながらでしたが、徐々に営業種目や工

事の受注を増やしていきました。仕事の中で初めて友達

の家を新築させて頂いた時は本当に嬉しく思った事を今

でも思い出します。そんなさなかに上野山会長から青年

会議所へのお誘いがあり、訳も分からず入会をし、地元

企業の若手の皆様に多くの事を学ばせて頂きました。２０

代の頃は、元来の性格もあって、人と衝突することも多く

過ごした気がします。社会人としての人間関係をうまくで

きなかった様に思います。３０代になった頃から少しづつ

大人になってきたかなと思っています。いろんな方々と出

会いで、多様性と協調性を遅まきながらも学ぶことができ

ました。 

 ロータリー入会の最初のきっかけも上野山会長からで、

青年会議所現役時代から卒業したら・・・と言われていま

して、いわゆる青田買いをされました。交友関係を広げる

ことで様々な方たちの考えや、いい部分を勉強させて頂

くことは、自分にとってプラスになると思っています。本当

はもう少し年齢を重ねてからと思っていたのですが、悩ん

だ末に入会させて頂くことになりました。しかしながら、や

はり中々出席できない日々を送っており、皆様にご迷惑

をおかけしております。手帳には毎週ＲＣと書いているの

ですが違うスケジュールを上書きしてしましがちです。す

みません。 

 私としてはこの先も、この有田地方から様々な事を発信

できる人間また企業人でいたいと思っていますので、有

田ロータリークラブ１の若輩者ですが、今後ともよろしくお

願いします。 

 

 

 

３ 

母子の健康月間 

閉会・点鐘 （上野山(栄）会長） 

嶋田（恵）君：北畑さん、卓話楽しみにしています。参考

にさせて頂きます。よろしくお願いします。お誕生日の

ワイン頂けてうれしいです。 

橋爪（誠）君：北畑さん、本日の卓話よろしくお願いいたし

ます。はりきってどうぞ！ 

松村君：北畑貴行さん、卓話楽しみです。玉井委員長

様、有田ロータリークラブへようこそお越し下さいまし

た。 

 

 

「改めて自己紹介」 

  

 皆様、こんにちは。卓話の話を頂いた時に、何を話させ

てもらえればいいのか悩みましたが、今日は改めて自己

紹介をさせて頂くことにしました。 

 昭和５１年生まれの４３歳です。生まれたときから有田川

町小島にて生活を営んでいます。趣味はゴルフと麻雀で

す。ゴルフは月に数回行きますが練習嫌いと、休み前日

に飲み過ぎることも多く、中々上達はしませんが、最近は

少しパターが上達した気がします。気の合う先輩方と行く

ことが多く楽しいゴルフを毎回させてもらっています。麻

雀は高校からの趣味で麻雀卓を買って持っています。最

近は年に数回程度になりましたが、スマホゲームでも楽し

んでいます。 

 小中高と地元の学校に通い、箕島高校卒業後は大阪

の建設系の専門学校に２年間在籍しました。高校の頃は

特に部活に励んでもなく、中学の頃から通っている町の

柔道道場に社会人になった頃までは通っていました。小

学生の頃はいじめに合ったりもしましたのでほぼいい記

憶がありません。 

 大阪の専門学校は梅田と尼崎の中間ぐらいにあり、在

学中の２年間も柔道部に所属してはいましたが、ほぼ

サークルのようなモノでした。当時は今よりも体重が２０キ

ロくらいは痩せていまして、先日、当時の写真を見て子

供が笑い転げていました。当時の生活は部活と日雇いの

バイトをしては酒代に消えていくような毎日でした。しか

し、在学中に阪神淡路大震災が起きました。兵庫県から

も沢山の学生が通っていましたから学校は一時休校状

態、私も少しだけですがボランティアでお手伝いに行きま

した。比較的損害の軽い地域でしたが、それでも地域の

皆さんの途方に暮れていた顔は今でも忘れられません。 

 専門学校卒業後は住宅メーカーの現場監督として従

事していました。建て売りと注文住宅の両方をしている会

社で、消費税が３％から５％に引き上げるタイミングもあ

 卓 話 

 

 

 会員 

  北畑 貴行 君 

 

有田ロータリークラブ 創立60周年 
2019年5月12日（日） 場所：橘家 

 

☆記念事業 まちづくりサミット 

                13：00～15：00 

☆記念式典         16:00～17：00 

☆記念祝賀会       17：40～19：30 
 


