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本日のプログラム 次回のお知らせ 

2019-2020年度クラブ方針 

 明日に繋がる活動  
  Activities for a brighter future 

（中元耕一郎君） 

直前会長・幹事への御礼の言葉 

 上野山栄作前年度会長は、「Take Action and Enjoy !」

「行動を起こそう！そして楽しもう！」をスローガンに、数々

の素晴らしい奉仕活動を展開されました。 

 特に地元有田を愛する心意気、地元の若い世代にかけ

る熱い思いには感服いたしました。箕島高校での職業紹

介事業、60周年事業での大人たちへの政策提言「僕らが

有田を楽しいまちにする」、有田市長も交えた「まちづくり

サミット」は、会員一同上野山会長の情熱を肌で感じたとこ

ろであります。その他、有田川クリーン作戦、ミャンマー国

際奉仕活動、第2分区IMの開催、創立60周年記念式典

と、まだまだ数え切れないほどの奉仕事業をエネルギッ

シュに成し遂げられました。 

 また、上野山栄作直前会長はロータリーの公共イメージ

向上についても積極的に取り組まれました。クラブの活動

を地元のメディアを通じて、あるいはフェイスブック等の

SNSで紹介したり、ロータリーショーケースへの投稿、クラ

ブホームページの定期的な更新等々、斬新なアプローチ

でロータリーを紹介してくださいました。 

 この一年間、上野山栄作直前会長は、ロータリー奉仕理

念の実践的活動を通じて、我々にロータリーのダイナミズ

ム、行動の大切さ、ロータリーの楽しさをご教授くださいま

した。また、伝統ある有田ロータリークラブの歴史の中で

も、記憶に残る年度になったのではないかと思います。 

 上野山栄作直前会長、一年間本当にお疲れさまでし

た。有難うございました。 

 嶋田崇前年度幹事におかれましては、2度目の幹事とし

て上野山会長をしっかり縁の下で支えてくださいました。

かなりタフでクラブ創立60周年と大切な一年間をクラブとし

て立派に乗り切れたのも、嶋田幹事のしっかりとしたサ

ポートのお陰と考えます。本当に有難うございました。悲し

いお知らせですが、嶋田崇君は体調を崩され、残念なが
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  令和元年７月１１日 第２９１８回 

・委員会活動計画の発表 

 

・ソング：「それでこそロータリー」 

  令和元年７月１８日 第２９１９回 

・委員会活動計画の発表 

 予算・決算の審議 出席優秀者表彰 

・ソング：「四つのテスト」 

１ 

点  鐘 

開催日 

２９１７ Nｏ． 

記念品授与  

 謝 辞 

島 海碩 書 

ゲストの紹介 

新旧会長・幹事エンブレム引継 

 上野山（栄）直前会長から橋本会長へ会長エンブレム

を、岩本直前副会長から中元幹事へ幹事エンブレムを

それぞれ引き継ぎました。 

 橋本会長より、上野山直前

会長に記念品が贈られまし

た。熱い思いで数々の創立

60周年記念事業を成功させ

た直前会長！本当にお疲れ

様でした！！ 

会 長 

幹 事 
R広報委員長  

橋本 拓也 

中元耕一郎 

脇村 重徳 



２ 

 

ら昨年度で退会されることになりました。嶋田崇君は在籍

25年という長年にわたり、有田ロータリークラブに多大な

る貢献をされ、また偉大な功績も残されています。今後

は、どうかご自愛くださいますようお願いいたします。 

 以上、簡単ですが謝辞とさせて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（石垣（泰）例会運営委員長） 

本日の会員数２９名 

（出席規定免除会員８名） 

出席会員数２５名 

（出席規定免除会員８名） 

       ８６．２１％ 

6/20    ９０．３２％ 

ＭＵ：児嶋君、中村君 

 

 

（岩橋ＳＡＡ） 

橋本君：御来賓の皆様、ようこそ有田ＲＣへお越し下さい

ました。会員の皆様、今年度、充実した楽しい一年に

したいと思います。よろしくお願い致します。 

中元君：2度目の幹事を仰せつかることになりました。精

一杯頑張りますので会員の皆様、御支援御協力のほ

ど、どうかよろしくお願いいたします。 

有田南ＲＣ様：御祝 

有田2000ＲＣ様：御祝 

（株）有田タイムス様：御祝 

和歌山特報社様：いつもありがとうございます。周年祭も

盛大に終了、本当の令和時代に向かって再出発の二

重の喜びの年ですね。前年役員さん、ご苦労さまでし

た。新役員さん、がんばってね。特報もよろしくね。 

成川（守）君：橋本丸の船出をお祝い申し上げます。 

石垣（洋）君：橋本会長、中元幹事、初例会おめでとうご

ざいます。一年間よろしくお願いします。 

橋爪（正）君：橋本会長、中元幹事、１年間よろしくお願い

します。有田南RC中会長、藤林幹事、有田2000RC吉

水会長、前幹事、ようこそお越し下さいました。 

岩本君：上野山前会長、記念品有難うございました。橋

本会長、中元幹事、新年度スタートおめでとうございま

す。 

宮井君：橋本会長、中元幹事、役員の皆様、一年間ご苦

労さんです。頑張って下さい。 

児島君：橋本会長他役員の皆様、一年ご苦労さまです。

中元幹事さん、またまた、ご苦労さまです。 

脇村君：橋本会長、中元幹事、いよいよですね。頑張っ

て下さい。 

上野山（捷）君：橋本会長、中元幹事、役員の皆様、一年

間よろしくお願い致します。 

應地君：初例会おめでとうございます。 

中村君：橋本会長、中元幹事、１年間よろしくお願いいた

します。定款改定にも御協力お願いします。 

成川（雅）君：よろしくお願い致します。 

橋爪（誠）君：橋本会長、中元幹事、初例会おめでとうご

ざいます。すばらしい一年になるようフルサポートお約

束いたします。 

石垣（泰）君：橋本会長、中元幹事、初例会おめでとうご

ざいます。 

井上君：今日で入会5年目になります。今年も1年よろしく

お願いします。 

松村君：橋本会長、中元幹事、１年よろしくお願いしま

す。 

嶋田（ひ）君：橋本会長、中元幹事、一年間宜しくお願い

します。 

丸山君：今日は初例会、よろしくお願いします。 

上野山(栄)君：橋本会長、中元幹事、初例会おめでとう

ございます。一年間楽しんで下さい。全力で応援いた

します。 

木本君：橋本会長、中元幹事、岩橋ＳＡＡ、本日の初例

会、宜しくお願い致します。 

児嶋君：橋本会長、中元幹事、すばらしい船出、お祝い

します。有田南ＲＣ、有田2000ＲＣの会長、幹事様、ご

出席ありがとうございます。 

岩橋君：橋本会長、中元幹事、本年１年間よろしくお願い

します。 

 

 

 

 

“明日に繋がる活動”   
“Activities for a brighter future” 

委嘱状授与  

出 席 報 告              

ニコニコ箱の報告 

会長就任挨拶と活動方針の発表 

地区より委嘱状が届きましたので、橋本会長より授

与されました。 

 成川 守彦 君：情報規定委員会委員 

 脇村 重徳 君：情報規定委員会委員 

 上野山 栄作 君：社会奉仕委員会副委員長 

 中元 耕一郎 君：Ｒ財団補助金小委員会委員 

 
 

2019-2020年度 

有田ロータリクラブ 

会長 橋本 拓也 君 



 私はちょうど5年前の2014年7月3日の初例会で有田RC

に入会しました。たった5年間ですが、2年目で社会青少

年奉仕委員長、3年目で国際奉仕委員長と米山奨学生

のカウンセラー、4年目で幹事、5年目で地区米山奨学委

員会の委員を経験し、短期間ではありますが多くの経験

を積ませて頂きました。このような経験を踏まえ、今年度

は伝統ある有田RCの会長を拝命することになりました。

まだまだロータリーに関する知識も経験も未熟なので、支

えて頂く組織をしっかり固めさせて頂きました。理事の殆

どの方は、ロータリー入会5年以内の有田RCのホープで

す。若いエネルギーで有田RCをけん引してほしいと思い

ます。     

 ＜RI会長方針＞ 

 2019-2020年度RI会長のマーク・

ダニエル・マローニー氏は、1月に

サンディエゴで開催された国際協

議会で、「ロータリーを通じて私たち

は繋がり、ロータリーでの体験の中

核にあるのが繋がりであり、ロータ

リーを成長させる方法も繋がりにあ

る。」これが2019-2020年度のテーマ  

 「ロータリーは世界をつなぐ“Rotary Connects  The 

World”」です。「このテーマの下、ロータリーの奉仕を通

じて、有能で思慮深く、寛大な人びとが手を取り合い、行

動を起こすためのつながりを築いてまいりましょう」と言っ

ています。 

＜ガバナー方針＞ 

2019-2020年度 2640地区ガバナー

の中野均氏（堺東RC）は、スローガ

ンを 

「参加してロータリー活動を楽しも

う」としました。 

中野ガバナーは、地区委員会活動

への参加がロータリー活動の楽し

みや良さを認識できると伝え、事業

内容を地域の方々に広報し、公共イメージのアップにつ

ながる取り組みをするよう要請しています。 

＜有田RC方針＞ 

 RI及び地区の方針を踏まえ、今年度の当クラブの活動

に「人との繋がり」と「活動を楽しむ」ことに重点を置いた

取り組みを行いたいと思います。その取り組みを通じて、

将来の有田RCが明るい希望に満ちたクラブになれるよう

な活動にしたいという思いで、今年度のクラブターゲット

を以下のようにします。 

“明日に繋がる活動”  “Activities for a brighter future” 

 有田RCは、過去に沢山の素晴らしい国際奉仕事業や

社会青少年奉仕事業の活動を行って来ています。もう一

度これらの活動を皆さんと一緒に振り返って、素晴らしい

有田RCのDNAを未来に繋げていきたいと思います。昨

年のミャンマーで行った国際奉仕事業は、ミャンマーの

農家の人々の真剣なまなざし、我々が行う奉仕活動に対

して心から喜んでいることが感じられ、これが国際奉仕事

業の醍醐味なんだなと思い、この事業を継続しなければ

と切に感じました。 

今年度は、次の世代に活躍する地域の若者の育成に

力を注ぎたいと思います。次世代を担う地域の若者との

交流を通じて、地元有田地方の活性化に貢献したいと思

います。その活動に最適なのがローターアクトの活動だと

思います。過去に閉鎖せざるを得なかった苦い経験を反

省材料として、如何にすれば持続可能な運営にできるの

か十分検討を重ねたいと思います。そのうえでローター

アクトを復活することができれば嬉しく思います。 

＜クラブの活動の基本方針＞ 

 以下の4つの基本的な方針で今年度の活動を行ってい

ただきたいと思います。 

１）より多くの若者と接する 

２）皆さんが主役として活躍する 

３）無理のない運営を追求する 

４）国際奉仕を行う 

＜委員会活動の基本方針＞ 

  委員会で決めなければいけない案件は、必ず委員会

を開催して、各委員も必ず委員会での議論に参加し、決

めた情報は議事録を作成し、関係者全員で共有化して

頂きたいと思います。また、実際の活動においては、委

員全員で作業を分担して行って頂きたいと思います。 

＜委員会活動＞  

１．クラブ奉仕委員会 

 有田RCを持続可能なクラブにするために、女性と若手

の会員増強が不可欠です。今年度は、有田RCの活動を

積極的にPRし、計画的に会員勧誘を行い、3名の会員加

入を目標とします。親睦活動委員会は、会員相互の良好

なコミュニケーションが図れるような楽しい企画にして頂き

たいと思います。広報委員会は、クラブの活動を種々の

広報媒体を活用して積極的に広く情報発信し、ITの活用

にも力を注ぎMyRotaryへの登録80％を目指しましょう。 

２．職業奉仕委員会 

 ローテーションデイで会員事業所の訪問や、前年度

行った箕島高校との職業紹介事業を青少年奉仕委員会

と共同で企画して頂きたい。また、職業奉仕の根幹であ

る「四つのテスト」の唱和も行いたい。  

３．社会奉仕委員会 

 例年実施している「有田川クリーン作戦」や「みかん海

道とウエノ公園の桜木の手入れ」の奉仕活動を今年度も

引き続き行うことに加え、数年前に行った発達障害者と

のふれあい事業（さくらんぼ）の復活を検討したい。  

４．青少年奉仕委員会 

 ＲＡＣの復活に向けて、慎重に検討を行い復活に繋が

れば嬉しい。まずは、ＲＡＣの活動を理解することから始

め、ＲＡＣの関係者をお招きして持続可能な運営につい

て意見交換会を行います。また、ＲＡＣの活動内容調査

や、クラブフォーラムでの議論を踏まえ、世界ＲＡＣ週間

での創設を目指したい。  

５．国際奉仕委員会 

 今年度の国際奉仕委員会の目玉は、何と言ってもハワ

イで開催される国際大会です。多数の会員及び家族の

方にご参加いただき、常夏の国ハワイでおおいにエン

ジョイできればと思います。また、昨年に引き続きミャン

マーでの国際奉仕事業も行いたいと思います。Ｒ財団の

寄付目標金額を達成しましょう。また、今年度も地区補助

３ 

 



金の活用を計画します。今年度、任泰然君を米山奨学

生として、有田RCがお世話クラブになりました。任泰然君

には、有田RC及び会員の素晴らしさを知って頂き、人生

の勉強に役立てくれれば嬉しい限りです。 

 微力な私ですが、皆様のサポートのもと、精一杯頑張っ

て“楽しい一年”にしたいと思います。よろしくお願い致し

ます。 

 

 

 

 本年度、橋本会長の下、副会長を務めさせて頂きま

す。会長の掲げるクラブターゲットを共有し、この年度に

計画されているすべての活動をサポートすることで、有田

ロータリークラブと地域の活性化の一助になるよう尽力し

て参ります。精一杯務めさせて頂きますので、皆様のご

協力、ご指導のほどよろしくお願い致します。 

 

 

 

 今回、二度目の幹事を仰せつかりました中元耕一郎で

す。昨年の秋頃、指名委員会の方から幹事就任の相談

がありました。そこで、会長が橋本拓也さんになるとのお

話を聞き、「お受けします」と即答させて頂きました。その

理由は橋本さんのロータリーに対する姿勢に以前から感

銘を受けていたからです。特に、米山記念奨学生に対す

る取り組みには本当に頭がさがります。なぜなら、米山カ

ウンセラーの任務が終わってからも、なお一層親身に

なって奨学生の相談に乗ってあげたり、適切なアドバイス

をしている姿を間近にみていたからです。また、私が理

事会資料等の大量のデーターをメールでお送りするので

すが、隅から隅まで目を通してくださり、不備なところを瞬

時にご指摘くださいます。さすが、この厳しい経済情勢の

中を生き抜いている企業のリーダーだと感心するばかり

です。 

 また、副幹事の井上修平さんは、早朝から夜遅くまで天

乙商店を切り盛りする超多忙な方です。決して仕事に関

して妥協を許さない職人気質の経営者でもあられます。

そんなご多忙な中にもかかわらず、副幹事の職をお引き

受けくださったことに心より感謝いたします。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 最後になりましたが、幹事として橋本会長を精一杯お

支えして、会員の皆様が自己研鑽できる環境を整え、時

にはユーモアの溢れる楽しいクラブになるよう幹事として

努力していきたいと思います。会員のみなさま、どうか１

年間ご支援ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

（中元幹事） 

１．地区より 

①2018～2019年度樫畑ガバナー事務所閉鎖のお知ら

せ（6月末日） 

②2019～2020年度中野ガバナー事務所開所のお知ら

せ 

③2019～2020年度中野ガバナー事務所より国際ロータ

リー2640地区クラブ整理番号変更のお知らせが届く

（当クラブは整理番号8のまま） 

④2019～2020年度中野ガバナー事務所より地区ホーム

ページの開設、ガバナー月信掲載の遅れについての

お知らせが届く 

⑤地区より青少年奉仕プログラムについての研修及び懇

親会の案内が届く（丸山委員長にお渡ししました） 

⑥地区より公益財団法人米山梅吉記念館創立50周年記

念式典についてのお知らせが届く（嶋田(ひ)委員長に

お渡ししました） 

⑦地区より「第15回ロータリー日韓親善会議2019」の案

内が届く（菅原国際奉仕委員長にお渡ししました） 

 

２．第1回定例理事会報告（7/4(木）午前11時30分～） 

①クラブ運営方針 

②組織図（一部変更） 

③委員会活動計画（一部修正） 

④年間行事予定 

⑤年間プログラム概要 

⑥7，8月の例会プログラム 

⑦初例会プログラム（一部修正） 

⑧収支予算と期首会費（一部修正） 

⑨取引金融機関 

⑩各種お祝い品と直前会長、幹事への記念品 

⑪緊急連絡網（一部変更） 

⑫有田川クリーン作戦 

⑬昼食担当 

⑭ガバナー公式訪問への対応 

⑮例会の議事の順番 

⑯什器備品（コンピューター・例会場ディスプレイ）の件 

⑰国際大会（ホノルル）の件 

⑱新たな職業分類の開設について 

⑲会員推薦届けについて 

⑳その他 

  【全項目が承認された】 

３．雑誌「the Rotarian」が届く（回覧） 

 

 

 

 

４ 

 幹事報告  副会長就任挨拶 

幹事就任挨拶 

 

2019-2020年度 

有田ロータリクラブ 

副会長 松村 秀一 君 

 

 

2019-2020年度 

有田ロータリクラブ 

幹事 中元 耕一郎 君 



 

 

有田南ＲＣ会長 中 善隆 様 

 本日は有田ロータリクラブ2019-2020年度の初例会に

お招き頂き誠に有難うございます。私は本年度有田南

ロータリークラブ会長の中善隆です。隣は幹事の藤林範

員です。日頃は親クラブの有田ロータリクラブの皆様に

は大変お世話になっておりますこと、この場をお借りしま

して厚く御礼申し上げます。本年度有田ロータリークラブ

の会長に就任の橋本拓也様、幹事の中元耕一郎様、ご

就任おめでとうございます。心からお慶び申し上げます。 

 5年前の会長の時は、地区は混乱しており、その当時の

有田ロータリークラブ会長は上野山英樹様でした。上野

山英樹会長に、アドバイスやご指導を賜わり、地区を正

常化しようということで、正常化の会に参加しました。大変

な時期でしたが、現在は地区も正常化しうまくいっていま

す。 

 本年度のＲＩテーマは、「ロータリーは世界をつなぐ」と

発表されました。有田ロータリークラブ。有田2000ロータ

リークラブの皆様と力を合わせて、この一年間頑張って

参ります。本日の初例会おめでとうございます。 

 

 

 

有田２０００ＲＣ会長 吉水 史朗 様 

 皆さん、こんにちは。私は本年度有田2000ＲＣ会長を

拝命しました吉水史朗と申します。そして、隣は幹事の前

任です。本日の有田ロータリクラブ様の初例会の開催、

誠におめでとうございます。心よりお慶び申し上げます。

また、このような素晴らしい席に私共をお招き頂き誠にあ

りがとうございます。 

 5月12日に催された有田ロータリクラブ創立60周年記念

式典、誠におめでとうございました。私共有田2000ロータ

リクラブもその3週間前に20周年記念式典を開催したとこ

ろでありましたが、やはり有田ロータリクラブはすごいとい

う事でありました。実に格調高い式典であられた様です。 

今後も有田3クラブの長として、私共のクラブを牽引してく

ださるようお願い申し上げます。そして、益々の親睦を深

め、楽しく有意義な活動を通じて共に更なる発展を目指

していければと考える次第です。どうか橋本拓也会長

様、中元耕一郎幹事様におかれましては、ご健康に留

意され、有田ロータリクラブの益々のご発展を念じ上げ、

甚だ簡単ではございますが、初例会のお祝いの挨拶と

代えさせていただきます。本日は誠におめでとうございま

す。 

 

 

 

＊会員組織委員会（井上委員長） 

 新たな職業分類「公認会計士」を開設をいたしました。 

＊社会奉仕委員会（木本委員長） 

 ①有田川クリーン作戦7/7（日）の参加について 

 ②薬物乱用撲滅キャンペーンのお願い 

＊国際奉仕委員会（菅原委員長） 

 第15回ロータリー日韓親善会議2019の案内 

＊Ｒ財団委員会（松村委員長） 

 橋本君より特別寄付とポリオプラスへの寄付をいただき

ました。 

＊米山記念奨学会委員会（嶋田（ひ）委員長） 

 橋本君より特別寄付をいただきました。 

＊直前会長（上野山（栄）直前会長） 

 前年度理事会を、例会終了後開催します。 

＊前年度Ｒ広報委員会（菅原前年度委員長） 

 ガバナー月信最終号を配布しています。 

 

 

 

５ 

閉会・点鐘 （橋本会長） 

委員会報告 

有田2000RC会長挨

有田南RC会長挨拶 

～お知らせ～ 
 

上野山英樹君（1982年年入会・在籍 36

年）、嶋田崇君（1994年入会・在籍25年）が

2019年6月30日をもって当クラブを退会さ

れました。上野山英樹君は2001-02年、

2014-15年と二度会長を務め、また嶋田崇

君は2006-07年に会長、そして前年度には

二度目の幹事を務められました。長年にわ

たり有田ロータリークラブを支え、多大なる

貢献をされきたお二人。本当にありがとうご

ざいました。 



 

６ 

有田川クリーン作戦 
    2019年7月7日(日) AM7：00～ 


