
週 報 

2019-2020年度 

第２６４０地区 

例会日  毎週木曜日 12:30 

例会場  紀州有田商工会議所6F 

事務所  〒649-0304 

       有田市箕島33-1 

       紀州有田商工会議所２F 

       有田ロータリークラブ 

         Tel (0737）82-3128 

         Fax (0737) 82-1020 

創 立   昭和34年6月15日 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.aridarc.jp 

e-mail   office@aridarc.jp 

 ～ 四 つ の テ ス ト 言行はこれに照らしてから ～ 

 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 

（岩橋ＳＡＡ） 

橋本君：丸山さん、佐近さん、谷さん、酒井さん、中元さ

ん、岩山さん、西原さん、本日は有田RCにお越しいた

だき有難うございました。今日はRACの事を深く理解し

たいと思います。 

中元君：丸山信仁地区特別幹事、本日よろしくお願いい

たします。 

丸山信仁君（地区特別幹事（御坊RC））：本日よろしくお願

いします。 

岩山隆弘君（元有田RAC）：有田ローターアクトクラブの

OBです。本日はよろしくお願いします。 

西原正起君（元有田RAC）：有田ローターアクトクラブOB

の西原です。在会中は皆様に大変お世話になり有難う

ございました。本日はよろしくお願い致します。 

上野山（栄）君：地区丸山特別幹事始め、RAC関係の皆

様、ようこそ有田RCへ。本日よろしくお願いします。 

北畑君：谷悠平氏、佐近悟氏、ローターアクトについて、

本日よろしくお願いします。 

橋爪(誠）君：ローターアクトについてのお話、勉強させて

いただきます。よろしくお願いいたします。 

川口君：ローターアクトの皆様、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。 

松村君：箕島高校野球部、来年はもう少し成長しているこ

とを期待します。 

石垣（泰）君：本日よろしくお願いします。 

岩本君：谷悠平様、佐近悟様、本日は遠路ご苦労様で

す。私も以前RACを担当させていただきました。残念な

がら、私は長をさせていただいております組織の所用が

ございまして、中座させていただきます。 

木本君：谷悠平さん、佐近悟さん、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。 

児島君：谷様、佐近様、本日は暑い中ご苦労さまです。 

井上君：皆様、ようこそ有田RCへ。 

開 催 日 

THE ROTARY CLUB OF ARIDA 

 

前回の報告（第２９２１回例会） 

令和元年８月１日(木）  

（橋本会長） 

 

 

（北畑親睦活動副委員長） 

ゲスト：左近 悟氏（地区RA直前代表、岸和田RAC） 

    谷 悠平氏（御坊RAC会長） 

    酒井 憲久氏（地区RA代表、堺RAC） 

    丸山 信仁氏（地区特別幹事、御坊RC） 

    中元 裕子氏（元神戸RAC） 

    西原 正起氏（元有田RAC） 

    岩山 隆弘氏（元有田RAC） 

 

 

                   

                （北畑親睦活動副委員長） 

会員誕生：橋本君、岩本君 

配偶者誕生：井上恵実さん 

結婚記念：なし   

 

  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」 

  令和元年８月２２日 第２９２３回 

・外部卓話：「トランプ大統領とアメリカの今後」 
 丸田隆氏（ＮＹ大学ロースクール兼担教授・弁護士） 

・ソング：「四つのテスト」 

１ 

点  鐘 

開催日 

２９２１ Nｏ． 

島 海碩 書 

今月の誕生・結婚祝 

ゲストの紹介 

ニコニコ箱の報告 

会 長 

幹 事 
R広報委員長  

橋本 拓也 

中元耕一郎 

脇村 重徳 

８月のお誕生日 

 

 左：岩本君 

 右：橋本君 

 

 お誕生日  

  おめでとう 

   ございます。 



２ 

会員増強・新クラブ結成推進月間 

上野山（捷）君：ACT関係の皆様、よろしくお願い致しま

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２４名 

（出席規定免除会員６名） 

       ８８．８９％ 

 

 

 

（橋本会長） 

 本日は、RAの関係者に多

数来て頂きました。丸山地区

特別幹事、佐近地区RA直前

代表、谷御坊RAC会長、酒井

地区RA代表、そして、元神戸

RACの中元さん、元有田RAC

の西原さんと岩山さん。今日

はたいへんお忙しい中、ご参

加頂き有難うございます。 

 本日はRAについての理解

を深める日ですので、会長の時間も、RAについての話を

させて頂きます。 

 先ず初めに、RAの歴史について振り返りたいと思いま

す。RAを立ち上げるというアイデアは、1962年に開始し

たインターアクトプログラムの成功を受け、1960年代の中

頃から強まってきました。当時のロータリー会員は、大学

生やインターアクトの年齢制限を迎えた若い人たちが

ロータリーで活躍できる場を模索していました。その答え

が「地元のロータリークラブによって提唱される17～25歳

の男女のための奉仕プログラム」としてのRAでした。 

 このアイデアは、RAの提案が承認された1968年1月に

現実のものとなりました。シャーロット・ノースRC（米国ノー

スカロライナ州）の会員は、地元大学の学生と協力し、

RACのスポンサーとなるチャンスを見出し、そして結果的

に1968年3月13日、初のRACがノースカロライナ大学チャ

ペルヒル校に設立されました。その後多くのRACが米

国、メキシコ、イタリア、インドで立ち上げられ、1年後には

25の国や地域に200を超えるRACができました。 

 有田RACも、1969年11月、ちょうど50年前に、2640地区

で最初のRACを設立しました。世界で最初のRAC設立が

1968年なので、その1年後には有田にＲＡＣが誕生した

わけです。有田RCの先輩方の熱意と積極性に感服いた

します。 

 設立時の会員は24名、優秀な若者は転勤も多かった

が、その都度熱意に富んだ後継者が入会し、当時の会

員数は充実した活動を実施する人数を十分維持してい

たと書かれています。例会毎にロータリーの役員や委員

長が出席し、奉仕の概念などについて卓話が持たれ、

RCとRACがあい携えてレベルアップに邁進したようで

す。また、クラブ内にとどまらず、地区での活動も活発

だったようで、有田RACから地区委員長を複数輩出し、

地区大会もホストとして開催したこともありました。 

有田RACで取り組んだ活動は、 

●有田各地での清掃、箕島駅への傘設置、箕島駅前

ロータリーの花壇の手入れ、柘植の木植樹（国道480

号線箕島高校～前山家具）、老人ホーム慰問（ゲート

ボール、寸劇）、ディスコ、花見、クリスマスパーティ、ダ

ンスパーティ 

●和歌山・海南・御坊のRACと一緒に行った阪神大震災

のボランティア 

●記録映画「ねむの木の詩」上映、有田市民音楽祭の

開催 

●地区大会での他クラブとの交流、奈良飛鳥旅行 

●ＲＣと一緒に行った香港・シンガポール・台湾への研修

旅行 

●第366区第1回地区年次大会（Ｓ48有田市民会館屋上

で開催） 

●第1回アジア大会への参加（Ｓ49インド・ハイデラバード

で開催） 

など、非常に多くの活動を行っていました。 

 

 

 

（中元幹事） 

１）第2回定例理事会の報告 

 1、８，９月の例会プログラムの

件（承認） 

 2、７月試算表の件（承認） 

 3、新たなメークアップカウント

方法について（承認） 

 4、2019年規定審議会の決定

事項に関する地区へのアン

ケートおよび米国エバンストン

世界本部への立方案19-72に

対する反対表明書式の送付について（承認） 

 5、有田川クリーン作戦の決算について（承認） 

 6、ディスプレイ・コンピューター購入の件について（承

認） 

 7、新会員の委員会所属の件について（承認） 

 8、新会員のメンターについて（承認） 

 9、緊急連絡網について（承認） 

 10、日本のロータリー100周年記念ピンバッジ購入につ

いて（承認） 

 11、当クラブ例会での御坊RC会員による第2分区IMの

PRについて（承認）  

     

２）地区より 

 1、ロータリー財団地区補助金審査報告書の送付があり

ました。（松村委員長にお渡ししました） 

 2、RI日本事務局 財団室NEWSが届く（松村委員長に

メールで転送をする） 

 3、2019-20年度版 寄付・認証 ロータリークラブの手引

き（松村委員長にメールで転送をする） 

 4、国際ロータリー第2640地区 2019－2020年度 地区

ホームページ公開についてのお知らせが届く 

 幹事報告  

会長の時間  

出 席 報 告              



 5、ガバナー月信7月号、8月号を回覧 

 

３）国際ロータリー本部より 

「2019年7月1日より、国際ロータリーの為替レートは、

毎月の初日における市場実勢相場に基づくこととなり

ます。このため、事前に新しいレートをお知らせするこ

とができなくなることをご了承ください。」（7月のロータ

リーレートは108円） 

 

４）ロータリー囲碁同好会から、「第18回ロータリー全国囲

碁大会」のご案内が届く（後方に掲示） 

   

 

 

 

＊青少年奉仕委員会（橋爪（誠）委員） 

 青少年奉仕プログラムについての研修会の参加報告 

 インターアクト委員会 、ローターアクト委員会、青少年

交換委員会、青少年・ライラ委員会、各委員会活動報告

あり。 

 

講義 

 1）「知っておくべき青少年奉仕における危機管理につ 

いて」 

 第2680地区 危機管理委員会 委員長 黒田建一 

 

 RIでも CRISIS MANAGEMENT を重視している 

 ハラスメントの放置は、個人・クラブを排除される可能性

がある 

 クラブレベルでの危機管理体制確立の必要性が高まっ

ている 

 

 2）「青少年奉仕におけるクロスプロモーションの意味と

役割」 

 第2680地区 社会奉仕委員会 副委員長 坂東 隆弘 

  

「与える奉仕から育てる奉仕へ」 

 理性・良心・意思の意味を強化⇒内なる人を強くする⇒

人は育つ 

 Technical Education 「技術教育」 

 Humanistic Education「心豊かな人間教育」 

 Inductive Education  「人間とは何か真実の教育」 

 

  ロータリーのすべての青少年プログラムを活用し、青

少年の育成に努める。 

  インターアクトを発足させ、そこで育ったメンバーが

ローターアクトに加入し、考えの浸透、リーダー育成、

メンバーの確保に全ての面で好循環を生む。そして

ロータリーの全ての青少年プログラムを繋げるのは、ラ

イラである。そこで色々なメンバーの中から刺激を与え

てくる。 

  ロータリーのプログラムを活用し、与える教育から育て

る教育を実施していける。 

 

 

 

 

「ローターアクトについて」 
 
 
 

  地区RA直前代表 

  岸和田ＲＡＣ 

  佐近 悟 氏 

 

  

 

 

 有田ロータリークラブ(以下RC)の皆様、こんにちは。 

岸和田ロータアクトクラブ(以下RAC)の佐近悟と申しま

す。 

  2017-2018年度･2018-2019年度と国際ロータリー第

2640地区ローターアクト(以下RA)代表を務めておりまし

た。 

  私からはRA全体や地区についてのお話を致します。 

 

  まず現在、日本国内には32地区に約500クラブのRAC

があります。 

  RACには地域社会が基盤の｢地域RAC｣と現在2640地

区内にはありませんが、大学基盤の｢大学RAC｣があり、

どちらも地元の提唱RCの支援のもとに活動しておりま

す。 

  年齢制限ですが、今まで18歳～30歳となっていました

が、2017-2018年度の定款の改訂により現在は18歳～31

歳となっています。(2640地区では30歳になる年度末で

卒業としている。) 

  RACは基本的に月2回の例会を活動の基盤に、各クラ

ブでの活動(クラブ行事)、地区主動での活動(地区行事)

を行っています。 

  また、RAは地区を越えた交流が盛んであり、他地区間

合同行事【APRRC(アジア太平洋地域RA会議)、全国RA

研修会、アジア第三ゾーン代表者会議、関西4地区交流

会等】を毎年開催しております。 

 

  続きまして2640地区RAの現状ですが、2019年7月時点

で6クラブ(河内長野･岸和田･御坊･堺･富田林･松原)50

名が活動をしています。 

  残念ながら前年度2クラブ(泉大津･高石)が休会となりま

したが、富田林RACの活動再開や、今年度7年ぶりに新

クラブの誕生(予定)など明るい話題もあります。 

 地区内の年齢分布としては22歳～26歳が多く、男女比

率は8：2で男性が多いです。 

  地区役員については、まず今期から地区RA代表輪番

制が復活し、今期は堺RACより｢酒井君｣が地区RA代表 

として活躍してくれています。 

  地区役員は地区内の各クラブのサポートや、他地区と

の連絡の窓口として、各クラブより選出され、地区の運営

を担います。 

  また、年間を通して様々な地区行事を開催するにあた

３ 

会員増強・新クラブ結成推進月間 

 卓 話 

委員会報告 



り、その企画・準備・進行を行うのも地区役員の仕事とな

ります。 

  当地区では地区RA代表、地区幹事(2名)、地区会計、

地区副幹事(3名)、地区RA代表エレクト、直前地区RA代

表の9名が地区役員として活動しています。 

 

  最後に、今後も2640地区RAは精力的に活動を行って

参ります。 

  ロータリアンの皆様の多大なるご支援・ご協力に改めて

感謝を申し上げて本日の卓話とさせて頂きます。 

  本日はありがとうございました。 

 

 

「御坊ローターアクトクラブの 

          活動について」 
 

 

  
 御坊ＲＡＣ会長 

   谷 悠平 氏 
 

 

 

 

皆様こんにちは！御坊ローターアクトクラブ今年度会

長の谷 悠平と申します。 

   今回は貴重なお時間を頂きありがとうございます。来期

に創立50周年を迎える御坊RACの活動についてお話し

たいと思います。 

現在、22歳から29歳の男性9名・女性4名の計13名で

活動しています。これは2640地区内7クラブ中2番目に多

い人数です。 

それでは、御坊RACがどのような活動を行っているの

かを簡単にではありますが紹介いたします。 

例会は基本的に毎月2回、第1・3金曜日に行い、会議

や講師の方を招いての卓話、また、メンバーを世代別に

分けそれぞれのグループで企画・運営をする例会も設け

ています。 

様々な活動の中で、長年力を入れているのが献血ボ

ランティアです。呼び掛けを行ったり、用意した粗品を贈

呈したりしています。献血のアピールは勿論ですが、ロー

ターアクトクラブに対する認知拡大の場とも位置づけてい

ます。 

その他、ビーチクリーンアップ活動や、御坊市花火大

会後の清掃活動への参加、地元商店や企業が参加し開

催されている商工祭へのブースの出店も恒例となってい

ます。2018年9月の台風後は被害のあった松林の中を通

る遊歩道の清掃も行いました。 

また、和歌山高専との交流も図っており、学園祭での

献血ボランティア、留学生を招待した習字講習や茶道体

験を行いました。 

2640地区の行事にも積極的に参加するようにしてお

り、情報交換や親睦を深める様に勤めています。嬉しい

ことに他クラブからは「雰囲気が良い」、「楽しそうに活動

している」などと言っていただけることが多いです。 

最後に、ローターアクトクラブには18歳から30歳の幅広

い若い世代が集まります。様々な職種のメンバーが集ま

ります。良い刺激になりますし、ここから広がっていく輪も

あると思います。若者が様々な活動を行う為にはロータリ

アンの方々のご協力が不可欠です。 

長くなりましたが御坊RACの活動についてお話しさせ

ていただきました。本日はどうもありがとうございました！ 

 

※広報委員会注釈 

お二人の卓話の中において、現在2640地区内のRACは

公式には7クラブですが高石RACは実質的な活動を休止

（休止や廃止の届け出は出ていない）しているため6クラ

ブという表現も混在しています。 

 

 

 

  地区特別幹事 

   御坊ＲＣ 

   丸山 信仁 氏 

 
 

 

 

 

 

会員増強・新クラブ結成推進月間 

４ 

閉会・点鐘 （橋本会長） 

丸山氏にご挨拶して 

いただきました 

例会後、ローターアクトクラブに関する意見交換会

が開催されました。 

   

次週８/１５（木）は休会です。 


