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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 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 

 

新会員 

 大塚 美晴
お お つ か  み は る

 君 
 昭和５４年５月１７日生 

 

 職業分類：公認会計士 

 

 

 

<山口敦治君の紹介> 
紹介者 橋本拓也君 

山口さんは、昭和45年生まれで49歳、JXTGエネルギー

株式会社和歌山製油所所長です。職業分類は石油精製

です。平成6年3月に東京大学 工学部化学工学科 修士

課程を修了され、同年4月に三菱石油株式会社に入社さ

れました。 

水島製油所、根岸製油所でのエンジニアや本社での

技術部グループマネジャーを経験され、その後グループ

会社である鹿島石油（株）でも勤務されました。ＪＸエネル

ギーと東燃ゼネラル石油が経営統合された2017年から水

島製油所で製油部門副所長を務められ、今年4月に和歌

山製油所所長に就任されました。 

ご趣味は、ゴルフと高校野球の鑑賞と伺っております。 

私は、山口さんとは、4月に和歌山事業所に赴任されてか

らのお付き合いなのでまだ深くは存じ上げておりません

が、JXTGの安全衛生大会や和歌山製油所80周年記念で

のお話を伺っていると、たいへん真摯で真面目な方という

のが色々な面であふれ出ており、たいへん素晴らしい方

だと確信いたします。これからはＲＣの活動を通じて、より

一層の親睦が図れたら嬉しいと思っています。よろしくお

願い致します。  

開 催 日 

THE ROTARY CLUB OF ARIDA 

 

前回の報告（第２９２０回例会） 

令和元年７月25日(木）  

（橋本会長） 

 

（児嶋親睦活動委員長） 

ゲスト：国際ロータリー第2640地区 

         ガバナー     中野 均 様 

         ガバナー補佐  細川 幸三 様 

 

 

<大塚美晴君の紹介> 
紹介者  石垣泰伸君 

 大塚さんの略歴をご紹介します。 

 平成10年3月に智辯学園和歌山高等学校を卒業され、

平成15年3月、京都大学法学部を卒業されました。 

 平成17年11月には公認会計士2次試験に合格され、平

成17年12月から平成23年7月まで、あずさ監査法人大阪

事務所にて一部上場企業の法定監査に従事されました。 

 平成24年9月から平成26年3月まで、神戸のアパレル企

業で経理財務を担当されていましたが、平成26年7月から

約2年間、マレーシアへご主人の海外赴任に同行されま

した。 

 平成29年1月、税理士登録され、平成30年11月に久保

善一税理士事務所を引継ぎ、大塚会計事務所を開業さ

れました。 

 

<大塚美晴君挨拶> 
 ご紹介に預かりました大塚です。有田に来て2年とまだ

まだこれからという状況です。ご指導の程よろしくお願い

いたします。 

 

  令和元年８月１日 第２９２１回 

・外部卓話：「ローターアクトについて」 
 谷悠平氏（御坊RAC会長）佐近悟氏（地区RA直前代表） 

・ソング：「我等の生業」 

  令和元年８月８日 第２９２２回 

・外部卓話：「教える」から「学び合う」へ 

        松尾詩朗氏（元小学校校長） 

・ソング：「それでこそロータリー」 
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<山口 敦治君挨拶> 
 ＪＸＴＧエネルギー和歌山製油所 所長の山口です。 

 今年の４月に岡山の水島製油所から和歌山製油所に

参りました。 

 岡山の前は、茨城の鹿島製油所勤務で、今年で単身

赴任生活７年目になります。 

 出身は神奈川で、近畿に住むのは初めてですが、和

歌山の皆さんに気さくに接していただき、すぐに生活に

慣れることができました。また、高校野球が好きで、休日

は紀三井寺球場で試合観戦を楽しんでおります。 

 ロータリークラブの活動については、はじめてで分から

ないことばかりですが、皆さんにご指導をいただきながら

参加していきたいと思います。今後とも、どうぞよろしくお

願いいたします。 

 

新会員 

 山口 敦治
や ま ぐ ち  あ つ じ

 君 

 昭和４５年３月２５日生 

  

 職業分類：石油精製業 

 

 

 

 

 

<会長歓迎の言葉> 
橋 本 拓 也 会 長  

 山口敦治さん、大塚美晴さん、ご入会おめでとうござい

ます。そしてようこそ有田ＲＣへ。会員一同心より歓迎い

たします。 

 新年度29名でスタートしましたが、お二人の入会で大

台を超え31名体制となりました。本日2名の新会員をお迎

えできましたことは、大変喜ばしいことです。お二人には

ロータリーライフを大いに楽しんで頂きたいと思います。 

  

 

（岩橋ＳＡＡ） 

橋本君：中野ガバナー、細川ガバナー補佐、本日よろし

くお願い申し上げます。 

  大塚様、山口様、ご入会おめでとうございます。 

中元君：中野ガバナー、細川ガバナー補佐ようこそ有田

RCへ。 

成川（守）君：中野ガバナー、暑い中、公式訪問ご苦労さ

まです。 

中村君：中野均ガバナーようこそ有田ロータリークラブへ 

松村君：中野均様、ガバナーアドレスよろしくお願いしま

す。山口さん、大塚さん、ご入会おめでとうございま

す。 

橋爪（誠）君：中野ガバナー、ようこそ有田ＲＣへお越し頂

きありがとうございます。ガバナーアドレスよろしくお願

い致します。 

  大塚さん、山口さん、ご入会おめでとうございます。今

後ともよろしくお願い致します。 

脇村君：中野均ガバナー、ようこそお越しくださいました。

「ガバナーアドレス」楽しみです。 

岩本君：中野ガバナー、本日は遠路ご来場ありがとうござ

います。 

川口君：中野均ガバナーようこそ有田ＲＣへ。本日どうぞ

宜しくお願い致します。 

丸山君：中野ガバナー有田ＲＣへようこそ！１年間よろし

くお願い致します。 

児嶋君：中野均ガバナー様、細川幸三ガバナー補佐

様、ようこそ有田ロータリークラブへ。 

児島君：中野ガバナー様、本日はご苦労さまです。 

上野山（栄）君：中野ガバナー、ようこそ有田ＲＣへお越し

下さいました。 

  山口さん、大塚さん、入会おめでとうございます。一緒

に楽しみましょう。 

木本君：山口敦治さん、大塚美晴さん、ご入会おめでとう

ございます。 

  中野均ガバナー、細川幸三ガバナー補佐、ようこそ

有田ロータリークラブへ。本日は宜しくお願い致しま

す。 

石垣（泰）君：中野均ガバナー・細川幸三ガバナー補佐

様、ようこそ有田ＲＣへ。 

上野山（捷）君：中野ガバナー、細川ガバナー補佐様、

公式訪問ありがとうございます。ガバナーアドレスよろ

しくお願い致します。 

井上君：中野ガバナー、細川ガバナー補佐、ようこそ有

田ＲＣへ。 

  大塚様、山口様、入会おめでとうございます。 

橋爪（正）君：中野ガバナー本日はよろしくお願いしま

す。 

宮井君：中野ガバナー、公式訪問ご苦労さまです。ガバ

ニコニコ箱の報告 

  

  中野ガバナーより大塚君、山口君に 

   ロータリーのエンブレムが装着されました。 



ナーアドレスよろしくお願い致します。 

石垣（洋）君：中野ガバナー本日はよろしくお願いしま

す。 

  山口様、大塚様、ご入会おめでとうございます。 

嶋田（ひ）君：中野均ガバナー本日はようこそおいで下さ

いました。 

岩橋君：中野均ガバナー御苦労さまです。よろしくお願

いします。 

 

 

（石垣（泰）例会運営委員長） 

本日の会員数３１名 

（出席規定免除会員８名） 

出席会員数２７名 

（出席規定免除会員８名） 

       ９６．５６％ 

 

 

 

（橋本会長） 

 

本日はガバナー公式

訪問です。あらためまし

て中野均ガバナー、細

川幸三ガバナー補佐、

有田ロータリークラブに

お越しいただき有難うご

ざいます。 

先ほど公式訪問に先

駆けて、中元幹事も一

緒に会長・幹事懇談会

を開催し、私から今年度のクラブ運営方針を説明しまし

た。中野ガバナーからは、有田ＲＣの活動について、My 

Rotaryへの積極的な投稿や、地区補助金を活用したミャ

ンマーでの国際奉仕活動など、地区でも模範的なクラブ

で今後も他クラブを牽引してほしいと、大変光栄なお言

葉を頂きました。 

本日の例会では、ロータリー賞についてお話ししたい

と思います。この賞は、有田RCにおける、各委員会及び

会員全員が、今年度取り組む活動を評価するものです。

今年度始まったばかりの今、皆さんと内容を共有化し、

皆で獲得を目指したいと思います。 

今年度のロータリークラブ対象のロータリー賞は「人び

とをつなぐ」と「行動する」をテーマに各々9項目のうち5項

目を達成することが要求されています。 

                      
「人びとをつなぐ」というテーマでは、  

①少なくとも5名の会員から成るクラブ会員増強委員会を

設置し、その委員長を国際ロータリーに報告する。（会

員組織【増強】委員会） 

  ⇒ ほぼ達成    

②会員1名の純増を達成する。（会員組織【増強】委員

会）  

  ⇒ 可能性あり  

 

③既存会員と新会員の維持率を維持または改善する。 

（会員組織【増強】委員会） 

✓クラブの会員維持率を1ポイント上げる。または 

✓2018-19年度のクラブの会員維持率が90％以上で  

ある場合、これを維持する。 

  ⇒ 可能性あり 

④女性会員または40歳以下の会員1名の純増を達成す

る。（会員組織【増強】委員会） 

  ⇒ 可能性高い 

⑤会員の職業を調べるために職業分類調査を実施し、

地域社会にあるビジネスと専門職の実情に沿った会

員基盤を築くために活動する。（会員組織【増強】委員

会）  

  ⇒ 可能性高い 

⑥新しいロータリークラブまたはロータリー地域社会共同

隊のスポンサーまたは共同スポンサーとなる。 

  ⇒ 難しい 

⑦インターアクトクラブまたはローターアクトクラブを提唱

または共同提唱する。（青少年奉仕委員会） 

  ⇒ 可能性あり 

⑧ロータリー学友のための行事を開催し、ロータリーで

ネットワークを広げる機会を紹介する。（米山記念奨学

会委員会） 

  ⇒ 可能性あり 

⑨青少年交換学生またはRYLA参加者を派遣する。（青

少年奉仕委員会） 

  ⇒ 可能性あり 

  

「行動する 」というテーマでは 

①少なくとも5名の会員から成るクラブ財団委員会を設置

し、その委員長を国際ロータリーに報告する。（Ｒ財団

委員会） 

  ⇒ ほぼ達成 

②奉仕プロジェクトに関与する会員数を増やす。（社会

奉仕委員会） 

  ⇒ 難しい 

③年次基金への会員一人当たりの平均寄付額が少なく

とも100米ドルとなる。（Ｒ財団委員会） 

  ⇒ 可能性あり 

④ロータリーのポリオ撲滅活動への募金または認識向上

を目的とした行事を開く。（Ｒ財団委員会） 

  ⇒ 可能性あり 

⑤ロータリーの6つの重点分野のいずれかにおいて、意

義ある社会奉仕プロジェクトまたは国際奉仕プロジェク

トを実施する。（国際奉仕委員会） 

  ⇒ 可能性あり 

⑥クラブで成功させたプロジェクトの情報（活動の詳細、

ボランティア活動に費やした時間、募金額など）を

Rotary.orgに投稿する。（Ｒ広報委員会） 

  ⇒ 可能性あり 

⑦企業、政府団体、非政府団体とのパートナーシップを

継続または確立し、プロジェクトで協力する。（社会奉

仕委員会） 

  ⇒ ほぼ達成 

⑧ロータリーブランドのガイドライン、テンプレート、「世界

３ 

 

会長の時間  

出 席 報 告              



を変える行動人」キャンペーン用広告・資料、その他の

関連資料を活用する。（各委員会） 

  ⇒ 可能性あり 

⑨クラブとロータリーの活動を伝えるためにクラブ会員が

メディアと話す機会を手配する。（Ｒ広報委員会） 

  ⇒ 可能性あり 

 

中野ガバナー同席の例会で今年度の目標を皆さんと

共有化できました。是非各テーマ5項目以上を達成し、

ロータリー賞を頂きたいと思います。 

 

 

 

（中元幹事） 

①2019-20年度地区大会

のお知らせのリーフレッ

トが届く（会員の皆様に

お配りする） 

②地区より「クラブ社会奉

仕委員長会議」開催案

内が届く（木本委員長

にお渡ししました） 

③地区より危機管理ポス

ターについての案内が

届く（後方に掲示） 

④地区より2019年度規定

審議会において採択された制定案に基づき、今後

は、各クラブから地区に対する月次平均出席率の報

告を取りやめる扱いとの連絡が届く（クラブ会員数、入

退会者数、出席規定免除者などは従来どおり毎月報

告して下さいのこと） 

⑤また、地区より2019年規定審議会の決定事項に関して

の「立法案反対表明書式」と、これらの点に関するアン

ケート用紙が届く（中村情報・研修委員長にお渡ししま

した） 

⑥日本のロータリー100周年記念ピンバッジ頒布につい

ての案内が届く 

⑦次週8/1（木）例会前に会費の納付をお願いいたしま

す。 

⑧次週8/1（木）より例会議事の一部変更を致します。特

別な場合以外は、12時15分より食事とします。 

⑨次週8/1（木）11:30より第2回定例理事会を開催しま

す。（例会終了後にローターアクト関連の意見交換会

があるため） 

⑩例会変更、他クラブ週報は後方に掲示します。 

 

   

 

 

＊例会運営委員会（石垣（泰）委員長） 

 本日、例会終了後、第１回委員会を開催致します。参

加よろしくお願いします。 

 

＊情報・研修委員会（中村委員長） 

１）地区情報規定委員会から2019年規定審議会で改正

された「ロータアクトクラブがＲＩ加盟を求められることを

明確にする件」（19－72）に反対票を投じることが承認

された。持ち回り理事会にてこの件が承認された。ご

意見のある方は情報研修委員会までご連絡を。 

２）地区からメークアップに関する細則変更のアンケート

調査があり、情報規定委員会より提出した。 

 

＊社会奉仕委員会（木本委員長） 

 薬物乱用防止キャンペーン「ダメ。ゼッタイ。」の募金の

御礼。募金総額23,000円。7月19日に国連支援募金に

振込完了。 

 

＊親睦活動委員会（児嶋委員長） 

 9月12日は月見例会です。場所はテスティモーネ、時

間18時。次回8月1日の例会で出欠案内をしますのでよ

ろしくお願いします。もう1つお願いがあります。その時、

結婚記念日の写真を撮りますので、出来るだけご夫婦で

のご参加お願いします。 

 

＊米山記念奨学会委員会（嶋田（ひ）委員長） 

 中元耕一郎さんより多額の特別寄付をいただきました。 

 

＊Ｒ財団委員会（松村委員長） 

１)ロータリー財団地区補助金審査の件 

2）寄付の件 

  中元耕一郎さん、宮井清明さんより財団へ特別寄付   

をいただきました。 
 

 

 

 

  

 

国際ロータリー 

 2019-2020年度 

 第2640地区 

 ガバナー 

   中野 均 様 

 

 

 

国際ロータリー マーク・ダニエル・マローニー会長につ

いて 

２５歳の時、ロータリークラブ入会。３０歳の時、クラブ会

長。３４歳で地区ガバナーに就任されました。今までに、

国際ロータリーに重要な役職に携わっておられました。

奥様もロータリアンです。ご夫婦でアラバマ州ジケー

ター・ロータリークラブに所属されています。 

２０１９－２０年度の会長テーマ「ロータリーは世界をつ

なぐ」について、改めてクラブ会員の皆さまにお伝えさせ

て頂きます。 

まず、最初に協調事項についてです。「ロータリーは成

長させることです。」奉仕活動やプロジェクトのインパクト

 

４ 

 幹事報告  

委員会報告 

ガバナーアドレス 



を成長させること、また、最も重要なことは、会員を増や

すことです。と述べられています。そして、ロータリーでの

経験の中核にあるのは「つながり」であるとマローニー会

長は信じています。 

今、皆様方のクラブにおいて、会員増強に苦慮されてい

ると思いますが、引き続きご努力願いたく思います。 

続いて、マローニー会長は、「ロータリーで私たちは、

お互いの違いを超え、深く、意義あるかたちでお互いつ

ながることができます。」また、「ロータリーがなければ出

会うことができなかった人びと、職業上の機会、私たちの

支援を必要とする人たちとのつながりをもたらしてくれる」

と。 

会長テーマ「ロータリーは世

界をつなぐ」は、本当に解りや

すい内容です。皆さまの趣味

や職業を通してロータリーをつ

ないで頂ければ有難く思いま

す。 

国連との関係について、ロータリーは世界中の人道的

課題に取り組むため、国連と共に活動してきました。今年

は、今まで以上、国連と連携し、目標に向かって意義あ

る行動をして行きます。 

地区方針として、皆さまは、それぞれでロータリー活動

を楽しんでおられることでしょう。今年度、地区委員会活

動について、参加して頂き活動内容を体現して頂けるよ

う「参加してロータリー活動を楽しもう」とスローガンに掲

げました。是非、皆さまのご参加をお願いします。 

寄付のお願いです。ロータリー財団年次基金寄付一

 

５ 

人当たり２００ドル、ポリオプラス１０ドル。米山記念奨学会

普通寄付一人当たり６０００円、特別寄付９０００円合計１５

０００円お願いさせて頂きます。 

規定審議会において、メークアップ要件変更に伴い、

地区として、毎月の出席率報告を求めないこととしまし

た。但し、クラブ会員数、入退会者数、出席規定免除者

数などは、従来どおり報告して頂きます。年度終了後、

速やかに地区へ出席率報告をして頂くことになります。ク

ラブ細則を変更することにより、メークアップの基準をこれ

までどおり維持（例会の前後１４日間に限る）することがで

きます。 

 

 

（橋本会長） 

 中野ガバナー、本日のガバナーアドレス有難うございま

した。有田ＲＣは、今年度一年間各委員会が中心となり、

計画した事業を遂行していきます。活動の中で多くの地

域の方々と接し、また、その活動を会員皆で楽しみたい

と思います。 

 次週8/1は外部卓話で、ローターアクトの活動について

のお話を伺います。また、例会場で会費を納付して頂き

ますので、皆さんご用意お願いします。次週8/1より例会

議事を一部変更し、12時15分より食事開始となります。 

 
 

 

 

 

閉会・点鐘 （橋本会長） 

 謝辞と閉会の言葉 

 

中野均ガバナー公式訪問を記念して 


