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 ～ 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：丸田様、ようこそ有田ＲＣへ。本日の卓話よろしく

お願いします。 

中元君：丸田先生、本日の卓話よろしくお願いいたしま

す。 

石垣（洋）君：丸田隆様、ようこそ有田ＲＣへお越し下さい

ました。本日の卓話よろしくお願い致します。 

上野山（捷）君：丸田隆様、本日の卓話楽しみです。 

児島君：丸田先生、ようこそ有田へお越し下さいました。お

話楽しみです。 

松村君：丸田隆様、お話楽しみです。 

上野山（栄）君：丸田隆様、ようこそ有田ＲＣへお越し下さ

いました。丸山さん、先日は楽しいセッティングありがとう

ございました。 

橋爪（誠）君：丸田様、ようこそ有田ＲＣへ。本日、興味深い

お話、勉強させていただきます。 

井上君：丸田様、ようこそ有田ＲＣへ。 

川口君：丸山隆様、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。 
石垣（泰）君：丸田隆様、ようこそ有田ＲＣへ。本日の卓話、

宜しくお願い致します。 

木本君：丸田隆様、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。 

丸山君：丸田隆様、卓話楽しみにしています。アメリカ大

丈夫でしょうかね？ 

菅原君：丸田様、本日の卓話宜しくお願い致します。 

嶋田（恵）君：丸田様、ようこそ有田ロータリークラブへ。卓

話よろしくお願い致します。 

岩橋君：丸田先生、ようこそ有田ＲＣへお越し下さいまし

た。卓話よろしくお願いします。 

 

 

開 催 日 

THE ROTARY CLUB OF ARIDA 

 

前回の報告（第２９２３回例会） 

令和元年８月２２日(木）  

（橋本会長） 

 

（北畑親睦活動副委員長） 

ゲスト：丸田隆氏 

    （ニューヨーク大学ロースクール兼担教授・弁護士） 

    岡田和也氏（有田市立病院副院長） 

ビジター：西原正起氏（元有田ＲＡＣ） 

 

（松村Ｒ財団委員長） 

  令和元年９月５日 第２９２４回 

・外部卓話：柳川敏彦氏（和医大保健看護学部長） 

 「子ども虐待予防のために私たちができること」 

・ソング：「君が代」「奉仕の理念」 

  令和元年９月１２日 第２９２５回 

・親睦月見例会（場所：Testimone） 

・外部卓話：高田修三氏(経済産業省製造産業局長) 

・ソング：「それでこそロータリー」 

１ 

点  鐘 

開催日 

２９２３ Nｏ． 

島 海碩 書 

ゲスト･ビジターの紹介 

ＰＨＦ表彰 

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 

 

中元耕一郎君にポー

ルハリスフェローの

表彰状と認証ピンが

届きましたので、松

村Ｒ財団委員長から

授与されました。 



２ 

会員増強・新クラブ結成推進月間 

（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） 

 

 

（橋本会長） 

   「会員増強について」 
 丸田様、本日はようこそ

有田ＲＣへお越しください

ました。米中の貿易戦争

真っただ中で、世界経済

が今後どうなるのかすごく

気になるところです。アメリ

カで起こっていることを肌

で接してこられた丸田様か

ら、まさに今の旬のテーマ

でお話を伺えるという事で

大変楽しみにしています。

どうぞよろしくお願い致します。 

  

 今月は会員増強・新クラブ結成推進月間ですので、会

員のことについて話したいと思います。 

 先ず初めに有田ＲＣの会員の推移です。1959年27名

でスタートし、1990年～2000年頃は、60数名のピークの

時代。その後急激に減少して2015年には24名になりまし

た。2015年以降は徐々に回復して、現在31名です。国際

ロータリーの会員数の推移は、1959年から毎年約2万人

が増加し1995年には約120万人に達しました。その後現

在までの約25年間は120万人程度を維持しています。日

本の会員数は、1995年頃には12万人以上でしたが、そ

の後徐々に減少して2010年頃には約9万人になり、その

後約9万人で安定しています。2640地区については、

1995年には約3,800人いた会員が、その後急速に減少し

て2015年には1,357人になりました。その後少し回復し

て、現在は約1,800人です。 

 有田RC、国際ロータリー、日本、そして2640地区の会

員数の推移を重ね合わせて比較すると、有田ＲＣと地区

の動向は、同じような推移になっています。日本も1995年

以降減少しているのは有田RCと同じですが、有田ＲＣほ

どは減少していません。日本も地区も有田もここ数年は

割と安定した推移となっています。一方国際ロータリー

は、2000年以降は減少せず同じレベルを維持していま

す。 

  

 次に、メンター制度について少し触れたいと思います。

My Rotaryでは「それぞれの若い職業人に対し、職業、

趣味、特技などを同じくする現会員を割り当て、アドバイ

スや相談を行うメンター制度は、新会員がいち早くクラブ

に馴染むだけでなく、世代間で交流し、学びあう方法とし

て効果的です。」と説明しています。この5年間で入会さ

れた方々のメンターが誰なのか調査しました。皆さんご自

分のメンターの方をご存じでしたか？ また、数名の方の

メンターが6月に退会した上野山英樹さんと嶋田崇さんな

ので、今後の扱いについて理事会で審議したいと思いま

す。今年度は、このメンター制度を少し充実できればと

思っています。 

 

 

（中元幹事） 

１）地区より 

①地区大会記念ゴルフ大会の案内が届く。（児嶋親睦活

動委員長にメールでお送

りしました。） 

②会員増強に関するアン

ケートが届く。（橋本会長

にお渡ししました。） 

③「クラブ社会奉仕委員長会

議」の 開 催 案 内 が 届 く。

（木本委員長、丸山委員

長にメールでお送りしまし

た。） 

④クラブ会長・会員増強委員長合同会議の案内が届く。

（橋本会長、井上委員長にメールでお送りしました。） 

⑤地区大会における表彰事項および物故会員・クラブの

状況についての問い合わせが届く。 

⑥インターアクトクラブの冊子が届く。（回覧） 

 

２）公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より 

①ハイライト米山が届く。（回覧） 

②任泰然君の奨学生証明書が届く。（川口カウンセラー

にお渡ししました。） 

３）和歌山アゼリアロータリークラブより任泰然君に卓話依

頼が届く。（嶋田ひで委員長にFAXで、川口カウンセ

ラーにメールでお送りしました。） 

４）雑誌 The Rotarianが届く。（回覧） 

５）例会変更（後方掲示） 

 

 
 

           ＊例会運営委員会（石垣（泰）委員長） 

 本日例会終了後、委員会を行います。出席宜しくお願

いします。 

 幹事報告  

会長の時間  

出 席 報 告              

委員会報告 



 

「トランプ大統領とアメリカの今後」 

 

 

ニューヨーク大学 

ロースクール 

 兼担教授・弁護士    

丸田 隆 氏 
                                 

 

2020年はアメリカ大統領選挙の年である。今年もすで

に大統領候補者が名乗りを上げ、実質的に選挙戦はス

タートしている。再選を狙うドナルド・トランプ大統領は、

多様な意味で今までにない大統領である。大統領として

の資質については、数時間ごとにツイッターで自分の気

に入らない者や政策を激しく攻撃したり、社会的ニュース

にコメントをしたり、「アメリカ第一主義」の名のもとに国際

協調路線は一切取らず、1対1の交渉によって相手を脅し

たり、すかしたり（「ディール外交」という）、歴史上例を見

ない、まことに「ユニークな」大統領である。しかも、大統

領就任の翌日から彼を大統領として認めたくないという

デモやキャンペーンが、ずっと今も続いているという点で

も際立っている。 

トランプが2016年に共和党の大統領候補者として出て

きたときには、泡沫候補の一人であった。どうせTVタレン

トとしての人気取りのためだろうと言われていた。また、当

時は「トランプが大統領に選ばれたりして」という風に、あ

りえないことのたとえとして語られていた。また私の大学

の同僚はトランプが大統領になったらカナダに移住する

とも言っていた（彼はまだアメリカにいるが）。それがなん

と本命候補であったヒラリー・クリントンを負かせて大統領

になったものだから、本人も含めみんながびっくりしてし

まった。 

合衆国大統領は強力な権限を持つ。大統領は、米国

の国家元首であり、行政府の長として各省の幹部など約

6000人の行政官（官僚）を政治任用する。大統領はまた

陸海空軍150万人の最高司令官でもあり、就任と同時に

核ボタンを常に帯同する。大統領は、連邦裁判所裁判官

の任命権を有し、議会の法案を拒否する権限もある。 

トランプが既存の世界戦略を大きく転換したため2020

年の大統領選挙でトランプの再選があっても新大統領が

誕生しても、世界を理念と実力でリードしてきた今までの

アメリカに戻ることはないと思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

３ 

会員増強・新クラブ結成推進月間 

閉会・点鐘 （橋本会長） 

 卓 話 

日程 ９月の例会プログラム 

9/5(木) 

外部卓話  

柳川 敏彦氏 

和医大保健看護学部長 

NPO和歌山子供虐待防止協会 

「子ども虐待予防のために 

     私たちができること」 

9/12(木) 

親睦月見例会 

外部卓話 

高田 修三氏 

経済産業省製造産業局長 

前宇宙開発戦略推進事務局長 

朗読（福山 ひでみ氏） 

9/19木) 休会 

9/26(木) 

外部卓話 

渡辺 誠二氏 

ロータリーの友事務所 

         所長・理事 

「『友』あれこれ」 

親睦月見例会 
 

日時：９月１２日（木） 

  例 会 １８：00～１９：00 

  懇親会 １９：00～ 

 

場所：テスティモーネ （Testimone） 

    有田市宮崎町１０５２-１３ 

   電話０７３７-８３-２３１０ 

 

    

会費：お一人５，０００円 ご家族３，０００円 

 

 

 


