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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 

岩橋君：クラブフォーラム、丸山君よ

ろしく。 

井上君：本日ＳＡＡデビューします。

皆さん、よろしくお願いします。 

 

             ＳＡＡデビュー 

                 井上君 

 

（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７名） 

 

（橋本会長） 

「経済と地域社会の発展」 
 皆様、こんにちは。先日のロータ

リー地区大会に参加された皆様お

疲れさまでした。大会1日目に「選挙

人会議」が開催されました。そこで

決議された内容について紹介しま

す。 

審議事項 

1）2018-2019年度地区財務報告採択の件 

                 ・・・賛成76、全員賛成で可決 

２）ガバナーノミニー選出方法採択の件 

 指名委員会制度で行う事 

                 ・・・賛成75、全員賛成で可決 

３）指名委員会の職務権限について（追加上程議案） 

 ①委員に相応しい人 

 ②決議する場 

 ③委員長は委員の互選 

                 ・・・賛成74、保留1で可決 

開 催 日 

THE ROTARY CLUB OF ARIDA 

 

前回の報告（第２９２９回例会） 

令和元年１０月３１日(木）  

（橋本会長） 

 

(児嶋親睦活動委員長) 

ゲスト：丸山 信仁氏（地区特別幹事、御坊ＲＣ） 

 

（井上副ＳＡＡ） 

橋本君：丸山地区特別幹事、本日はようこそ有田ＲＣへ。

本日、クラブフォーラムでのローターアクトの検討、皆様

よろしくお願いします。 

中元君：地区特別幹事 丸山信仁さん、ようこそ有田ＲＣ

へ！！本日のクラブフォーラム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））：本日お世話に

なります。 

成川（守）君：地区大会に出席された皆様、ご苦労さまで

した。児嶋正人君、お世話になりました。 

上野山（捷）君：本日のクラブフォーラムよろしくお願いし

ます。 

岩本君：所用の為、早退させていただきます。 

松村君：首里城の火災悲しいです。 

上野山（栄）君：御坊ＲＣ 丸山様、いつもありがとうござい

ます。本日のクラブフォーラム楽しみです。 

川口君：本日のクラブフォーラム宜しくお願い致します。

丸山信仁様、ようこそ有田ＲＣへ。 

石垣(泰)君：丸山信仁様、ようこそ有田ロータリーへ。 

木本君：本日のクラブフォーラム、宜しくお願い致します。 

丸山君：今日は青少年奉仕委員会のクラブフォーラムで

す。よろしくお願いします。 

児嶋君：丸山信仁様、ようこそ有田ロータリークラブへ。 

福原君：地区大会参加の皆様、お疲れさまでした。 

  令和元年１１月１４日 第２９３０回 

・外部卓話：有田中央高校 農業クラブの皆さん 
「地域に自信あり！私たちが繋ぐ、地域そして未来」 

・ソング：「君が代」「奉仕の理想」 

  令和元年１１月２１日 第２９３１回 

・外部卓話：小川裕康氏「住民活力でつくるまちづく

り～空・山・川のふれあいのある美しいふるさと～」 

・ソング：「それでこそロータリー」 

１ 

点  鐘 

開催日 

２９２９ Nｏ． 

会長の時間  

島 海碩 書 

出 席 報 告              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 

ゲストの紹介 



２ 

経済と地域社会の発展月間 

４）指名委員会の委員の選出（追加上程議案） 

 福井PDG、岡本PDG、樫畑PDGとする 

                ・・・賛成74、保留1 で可決 

５）2020-2023年度規定審議会代表議員並びに補欠議

員選出の件 

 代表議員を岡本PDG、補欠議員を樫畑PDGとする 

                ・・・賛成75 全員賛成で可決 

６）2020-2021年度第3地区RI理事指名委員会委員、及

び補欠委員選出の件 

 委員に岡本PDG、補欠委員に樫畑PDGとする 

                ・・・賛成75 全員賛成で可決 

７）2020-2021年度地区大会開催地・開催日の件 

 10月24日：ホテル日航関西 

    25日：浪切ホール岸和田 

                ・・・賛成75 全員賛成で可決 

８）今次地区大会上程決議案の件 

                ・・・賛成75 全員賛成で可決 

決議 

第1号：国際ロータリー会長の示された本年度テーマ推

進の件 

第2号：国際ロータリー会長並びに、会長代理に感謝す

る件 

第3号：樫原 直前ガバナーに感謝する件 

第4号：地区方針の達成に努力する件 

第5号：2019-2020年度ホノルル国際大会に参加登録を

推進する件 

第6号：ホストクラブ並びにコホストクラブに感謝する件 

協議事項：久保治雄問題への対応について 

・富田さん（和歌山南RC）、森本さん（和歌山北RC）、岡

本さん（和歌山城南RC）の3名が発言されました。 

・3名の主な内容は、今までの久保氏が行ってきた種々

の迷惑行為や裁判沙汰になった事案等の紹介でした。 

・協議事項提案者の中野ガバナーがこれらの意見を受

け、今後地区で慎重に検討を重ね対応を協議するとい

う事でした。 

  

 今月は「経済と地域社会の発展」の推進月間です。「経

済と地域社会の発展」はロータリーの６つの重点分野の１

つでもあります。世界中のロータリークラブでどのような活

動を行っているのかMy Rotaryから関連のビデオを皆さ

んと一緒に見たいと思います。 

 一つの小さな行為が大きな変化をもたらすことがあり、

海外のどこかで様々な機会を創出することもあります。

ロータリー会員は行動する人達です。その行動は大きな

変化を生み出します。経済と地域社会の発展を通じて、

世界の理想的な姿を実現するためビジョンを持って行動

します。その可能性に限度はありません。ロータリアンに

よる支援活動のお陰で世界における貧困層の人口は、こ

の20年間で50％以上も減少しました。 

 雇用機会を創出することで、自立への道を開き、末永

い変化をもたらすことが出来ます。支援を必要とする地

域社会に手を差し伸べ貧困から抜け出すための方法を

家族にもたらします。職業研修やアドバイスを行い、より

良い賃金が得られるよう支援します。人道的団体にでき

ること、それは、“社会全体のためになる目的を商業と結

びつけること“です。 

 これによって地域社会と世界がつながり、新しい可能性

が生まれます。 

 私達に何ができるか考えてみましょう。世界に変化をも

たらすために。 

 

 

（中元幹事） 

１．第4回臨時理事会報告『10月２４日（木）』 

 ①ワールド大阪ロータリーEクラ

ブ久保治雄君発信文書への

対応について：久保治雄君発

信の文書に対して、当クラブ

は無視をする（相手にしない）

こととする。（承認）      

 ②その他：国際大会（ホノルル）

登録者を締め切る。（承認） 

２．2019-2020国際ロータリー 

      第2640地区 地区大会の報告 

 2019年10月26日（土）・27日（日） 

 場 所：ホテル・アゴーラリージェンシー大阪堺 

 出席者：成川守彦君、上野山栄作君、橋爪誠治君、松

村秀一君、上野山捷身君、児嶋正人君、丸山芳孝君、

川口健太郎君、橋本拓也君、中元耕一郎の計10名 

 1)第1日目（10月26日） 

 ①RI会長代理 鈴木秀憲君（吹上RC）の挨拶と講演

「世間の方々とつながろう ロータリーってなに」 

 ②選挙人会議 

 １）審議事項： 会長報告を参照 

 ２）協議事項： 会長報告を参照 

 ③RI会長代理歓迎晩餐会への出席（橋本拓也会長 

中元耕一郎幹事） 

 2)第2日目（10月27日） 

  有田RCが【RI会長賞】（上野山栄作直前会長が当クラ

ブを代表し表彰された）と、【意義ある奉仕賞】（川口健

太郎君が当クラブ代表し表彰された）を受賞した。 

３．日本のロータリー100周年実行委員会より、「クラブと

会員のロータリーに関する意識調査（アンケート）」の

お願いが届く：今回は、各クラブ5名（クラブ会長と会員

歴が偏らない4名の会員）に回答をお願いしたいとのこ

とですので、橋本会長、應地正章君、松村秀一君、橋

爪誠治君、川口健太郎君、後日アンケートへのご協力

をお願いします。 

４．他クラブ週報、例会変更（後方掲示） 

５．The Rotarian誌が届く（回覧） 

 

 

 

＊社会奉仕委員会（木本委員長） 

「台風15号及び19号災害」義損金の御礼。募金総額

25,000円を10月29日に中野ガバナーに送金済。 

＊親睦活動委員会（児嶋委員長） 

クリスマス例会の件。 

＊米山記念奨学会委員会（丸山委員） 

岩本道弘君より特別寄付をいただきました。 

 幹事報告  

委員会報告 



＊例会運営委員会（石垣（泰）委員長） 

本日例会終了後、委員会を開催いたします。出席よろし

くお願いします。 

 

 

青少年奉仕委員長 丸山 芳孝 君 

「ローターアクトクラブ復活について」 
・ローターアクトクラブについて 

  ローターアクトクラブとは 

  ローターアクトクラブの目的 

  ローターアクトクラブの目標  

 

・ローターアクトクラブの 

             活動内容① 

 それぞれのローターアクトクラブ

が、組織と運営方法を決め、資金

を管理し、地元や世界のニーズに取り組む活動を計画、

実施している。地元ロータリークラブがローターアクトクラ

ブを支援し、一緒に奉仕活動を行っている。 

 世界のローターアクトクラブは数は10,904、ローターア

クター数は250,792、ローターアクトクラブがある国の数は

184にのぼる。 

 

・ローターアクトクラブの活動内容② 

地区のローターアクトクラブ活動例 

                ・・・・・御坊ローターアクトクラブ 

■献血ボランティア・・・年2～3回呼びかけや粗品のプレ

ゼントを実施 

■ビーチクリーンアップ 

■地元の商工祭で開催されるイベントに出店 

■卓話・・・青年海外協力隊経験者をまねいて卓話、和

歌山高専の先生による防災卓話、手話講座 

■和歌山高専留学生との交流・・・習字講習、道成寺絵

説き説法、茶道体験 

■例会活動・・・スポーツ例会、企画例会、花見例会、

ロータリークラブの例会参加 

 

・ローターアクトクラブ設立の検討 

 有田ローターアクトクラブは昭和44年11月、今から50年

前に2640地区で最初のローターアクトクラブを設立し、41

年間継続していました。昨年、有田ロータリークラブ60周

年で、地域の若者の元気を引き出す活動を行いました。

地域の活性化には、地域の若者の活発な活動が必要で

す。そのためにはロータリークラブで何ができるかと考え

た時に、ローターアクトクラブの活動が適切だと思いまし

た。 

 

・ローターアクトクラブ設立の利点① 

               ・・・ローターアクターにとって 

 人との付き合いが上達する。同世代の知り合い、友達

ができる。他業種の人と接する機会ができる。2640地区

のみならず日本全体ひいては世界など広範囲の人脈が

できる。ローターアクトクラブや地域の活動を通じて、

様々な経験ができる。イベントの会場設営・予算管理・役

割分担など、普段の仕事では経験できないことが出来

る。経験豊富なロータリアンからのアドバイスを得られる。

広い視野がもてる。色々な面で成長できる。 

 

・ローターアクトクラブ設立の利点② 

              ・・・有田ロータリークラブにとって 

 地域の若者の育成に貢献できる。若者と接することで

若いエネルギーをもらえる。若い人の考えや行動・趣味

などを理解できるようになる。若い人がロータリークラブの

行事に参加することで、有田ロータリークラブの活性化に

なる。奉仕活動がより活発になる。将来のロータリークラ

ブの会員増強につながる。 

 

・ローターアクトクラブ設立について 

 今までの検討の経過 

 

・ローターアクトクラブ設立の3つの課題 

①ローターアクトクラブ会員が集まるか、将来にわたって

会員を確保できるか？ 

②クラブ会員の負担（労力）が大きすぎないか？ 

③運営費の負担をクラブが出せるか？ 

 

・ローターアクトクラブの活動（案） 

 卓話、奉仕活動（有田川クリーン作戦、桜木の手入れ

等）、親睦活動（新年会、花見、スポーツ大会等）、その

他（米山奨学生との交流、ロータリー会員の企業訪問等） 

 

・運営 

 会員・・・目標15名以上 

 例会・・・開催頻度：1回／月 活動内容：卓話／奉仕活

動／親睦活動など 

 委員会・・RAC側 会長、副会長、幹事、会計 

       RC側 RA委員長、RA副委員長、RA委員3名 

 

・運営費用の説明 

 

・設立までのスケジュール 

設立に関する理事会審議（11月14日） 

ローターアクトクラブ設立委員会発足（11月） 

ローターアクトクラブ設立準備（11月～3月） 

設立（3月11日～17日：世界ローターアクト週間） 
 

 
 

 

３ 

経済と地域社会の発展月間 

閉会・点鐘 （橋本会長） 

クラブフォーラム  

 

卓話後、 

地区特別幹事 丸山様から

ローターアクトクラブ復活

に向けてのメッセージをい

ただきました。 



経済と地域社会の発展月間 

４ 

2019-2020年度 国際ロータリー第2640地区 第2分区 

ＩＮＴＥＲＣＩＴＹ ＭＥＥＴＩＮＧ 
             日時：2019年11月10日（日）13：00～ 

             場所：御坊商工会議所 4階大会議室 

   ＩＭテーマ 

“今でしょう!!ロータリーの理念を学ぼう”「楽しめる ロータリー」 


