
前 回 の 報 告 （ 第 ８ １ ７ 例 会 ）  

開 催 日 平成２９年７月５日（水）    

点 鐘 大 浦 会 長 

ソング「君が代」「奉仕の理想」 

ゲスト有田タイムス様 

和歌山特報社様 

ガバナー補佐 大原裕様 

有田RC幹事  橋本拓也様 

有田南RC会長 垣内欣久様 

有田南RC幹事 中 善隆様 

●新旧会長エンブレムの交換● 
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１７－１８年度 ＲＩテーマ 

「ロータリー：変化をもたらす」 

例会日／毎週水曜日  １９：００ 

事務局・例会場／〒643-0025 有田郡有田川町土生４０９ 

吉備インターゴルフセンター 

ＴＥＬ（０７３７）５２－８９６０ ／ ＦＡＸ（０７３７）２２－６８００ 

Ｅ－mail／arida2kr@star.ocn.ne.jp 

ＵＲＬ／http://www16.ocn.ne.jp/~arida2kr/ 

創立年月日／２０００年 ４月１２日 

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 

●直前会長挨拶● 
        樋口 明君 

 

 

 

 

●元会長御礼●前 任君 

●記念品贈呈● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    本日のプログラム 

 

 平成２９年７月１２日第８１８回 

 ソング「手に手つないで」 

 会長の時間  幹事報告  委員会報告 

 ニコニコ箱報告      出席報告 

    委員会活動計画発表  

クラブ会報委員長 南 良暢 

会  長     大浦輝彦 

       

次回のプログラム 

７月１９日決算・予算 

  ２６日有田RC直前会長 松村秀一様 

    「2009年4月9日に入会して」 

８月 ２日有田南RC直前会長 

         坊岡 進様  



●会長の挨拶ならびに会長運営方針● 
2016-17年度会長大浦輝彦君 

皆さん、こんばんは!!  

ご来賓の有田ロータリー

クラブ成川会長様、橋本幹

事様、有田南ロータリーク

ラブ垣内会長様、中幹事

様、有田タイムズ様、和歌

山特報社様におかれまして

は、大変お忙しい中、当ク

ラブ初例会にご臨席賜りま

して誠にありがとうございます。心より感謝申し

上げます。 

本年度、有田2000ロータリークラブの会長を拝

命いたしました、大浦輝彦でございます。若輩者

でございまして、今年度クラブ運営は、一年間フ

ルに 皆様のお力をお借りしまして、一生懸命頑

張って参りたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

先日のＰＥＴＳで岡本ガバナーより初例会では、

自身の気持ちを「待ちに待った会長の年度が来た

ので一年間思いっきりやりたいと思います」くら

いの挨拶をして下さいというお話がありました。

私もその通り話そうかと思いましたが、気持ちは

有るのですが、少し勇気が足りませんでして、私

としては一年間一生懸命頑張って最後に「もう終

わりか」と話したくなるように頑張って参りたい

と思いますので、皆様重ねてより一層のご指導、

ご支援賜りますようお願いいたします。 

ＲＩ会長イアンH.S.ライズリー氏の今年度（2017-

2018）のテーマは「ロータリー:変化をもたらす」

であります。 

「それぞれ、どの様な方法で奉仕することを選ん

だとしても、その理由は、奉仕を通じて人びとの

人生に変化をもたらせると、信じているからで

す」と有ります。 

2640地区基本指針は「ロータリーの原点を再確認

し、2640地区に新たな飛躍を」で有ります。ロー

タリーの変容と変化が強調される下、必要な変容

変革を達成すると共にロータリーの原点を常に再

確認することと、地区で行っている諸活動が、

担っているクラブや会員だけのものではなく地区

全体として認識が共有される事を目指すと有りま

す。 

有田2000ロータリークラブ、今年は19年目、来

年は創立20周年という大きな節目の年となりま

す。人で言えば成人となる年で有ります。今年1年

間は無事成人が迎えられるように原点を再確認

し、メンバー全員一丸となって生き生きとしたク

ラブ活動を行うようにしたいと思い、クラブの

テーマを「20周年に向け、原点を意識したクラブ

活動を」とさせて頂きます。 

2017-2018年度の重点目標として、 

・例会出席率の向上 

 各会員は本会の例会に出席するべきものとなっ

ています。例会に欠席されますと、多業種に及

有田２０００ロータリークラブ  会報 

２ 

ぶ各会員の皆さんの、多様性と個人的な仲間意

識の価値観が奪われる様に思うからでありま

す。 

 皆様、仕事等大変忙しいことと思いますが、ご

出席頂きますよう、宜しくお願いいたします。

又、色々なメイキャップ方法もありますので、

出席率向上に向けても活用方、お願いいたしま

す。 

・会員拡大の推進 

 魅力の有るクラブ運営を行い、会員の増強を行

いたいと思います。 

 来年、20周年で有ります。20周年を20人で迎え

られるように、担当委員会を主体に全員一丸と

なって取り組みたいと思います。 

・地域の社会奉仕活動への積極的な参加 

 継続的な活動 ・会員が一人でも多く、ふれあ

いキャンプ・海岸清掃・有田

川町駅伝への参加を行う。 

        ・小学校への図書寄贈 

・活発な会員親睦活動 

 会員相互の親睦はクラブ活動を活発にする為に

は、なくてはならないもので有ると思います。

新規会員の勧誘にも活用するように出来ればと

考えていますので、昨年度に引き続き親睦活動

を積極的に行っていきたいと思います。 

 以上をもちまして、会長挨拶及び運営方針の発

表とさせて頂きたいと思います。 

本日のご出席誠にありがとうございます。 

そして1年間どうぞよろしくお願いいたします。 

ありがとうございました。 

 

●副会長挨拶●寺村 公博君 

 

 

 

 

●祝辞● 
◆ガバナー補佐◆大原裕様（有田南RC） 

ご紹介賜りましたガバナー

補佐の大原です。本日は大浦

会長・  辻本幹事さんの初

例会、誠におめでとうござい

ます。また栄えある初例会に

お招き頂き有難うございま

す。 

私は辻アクティングガバ

ナー年度にガバナー補佐を、福井ガバナー年度に

中長期委員会が毎月、堺・和歌山市で、そして岡

本ガバナー年度で再度ガバナー補佐・戦略委員会

委員を拝命されました。地区のホップ・ステッ

プ・ジャンプとして今年は特に積極的な岡本ガバ

ナーのもとで、色んなチャレンジがあります。こ

の3年間だけは地区のため微力ながら力を尽く

し、今後地区とは縁を持たないつもりでしたが、

増強がうまく行かなかったツケが回り、次年度有



田南RCの会長に選ばれました。 

 大浦丸が辻本機関長と共に1年間の無事航海を祈

念して簡単ですがお祝いの挨拶とさせていただき

ます。 

 

◆有田RC◆会長 成川守彦様 幹事 橋本拓也様 

有田2000RCの大浦会長様、辻

本幹事様、並びに会員の皆

様、2017－18年度の初例会、

誠におめでとうございます。

本来なら、この初例会に出席

して、ご挨拶させていただか

ねばならないのですが、先週

より体調を崩し、残念ながら

今日は叶いません。幹事の橋本拓也君に、メッ

セージを託けましたので、ご寛恕ください。 

私は、20年振りの2回目の会長です。有田2000RCに

は、これまで記念行事や卓話でお世話になってい

ますが、残念ながら中野さんが亡くなられたの

で、最近はご無沙汰しています。 

さて、今年度の会長テーマは「ロータリー：変化

をもたらす」であります。 

皆様は、すでに大浦会長からお聞きのことと存じ

ますが、 

「Making a difference」は、「各クラブ、各会員

がロ－タリ－に変化をもたらすような    自

助努力を今こそ実践してください」という呼びか

けです。 

そして、2017－18年度のロゴマークについてです

が、円は、「地球は丸い」ことを表し、円柱は、

「多様性、多民族、多国家を表し、ロータリーが

地球上のほぼすべての地域に存在し、息つく間も

ないほどに積極的に活動していること」を表して

います。このRIテーマのもと、今年度は、有田地

区のロータリー・クラブの皆様とともに、なお一

層のロータリー活動を展開したいと思います。 

ところで、 
以前のOfficial Directory（公式名簿）最終頁

にある“A Brief History of Rotary”の中に、

ロータリーの短い歴史が記載されています。  

この頁の最後に、“Rotary clubs everywhere 

have one basic ideal 

-the “Ideal of Service ”, which is thought-

fulness of and helpfulness to others.” 

ロータリー・クラブは、全世界で一つの基本的

な考えを持っている。それは、「奉仕の理想」で

ある。それ即ち、他の人への思いやりと人助けで

ある。・・・と書かれています。ロータリーでい

います「奉仕の理想」というのは、他の人への思

いやりと他の人を助けることです。即ち、「Love 

慈愛」であります。 

2017年国際協議会で、ロータリー財団管理委

員・ＲＩ元会長のウィリアム Ｂ. ボイドは、

「ロータリーのバッジを持っている人は、信頼で

きる。それは、友情、奉仕、誠実、信頼、利己的

でないと言うことを意味している。これこそが

有田２０００ロータリークラブ  会報 

３ 

ロータリーのユニークさであり、私たちは力を合

わせれば人生を、世界を変えることができる。 

人生で一番大切な価値観は、①見捨てられない

事 ②最大の悪は、愛の心と善意が無いこと。こ

れは、人はどれだけ成功したかでは無く、どれだ

け愛の心を持っているかで評価される。私たち

ロータリアンは、人々に関心を持って、人の為に

奉仕をする事が大切である。」・・・と話されま

した。 

有田2000RCの皆様は、いっぱい！愛の心を持って

おられると思います。益々のご活躍を祈念申し上

げます。なお、最近、各クラブにおきましては、

ビジターが少なくなりました。今年度、有田三ク

ラブで、毎月の卓話を週報で案内しますので、興

味があれば、是非お越しください。 

有田RCでは； 

来たる9月14日には、ロータリーの友 前編集

長の二神 典子様、10月4日には、米山記念奨学会

事務局の武本 泰子 様。11月30日には、毎年イン

ドへポリオ一斉投与に参加されている、第2520地

区 陸前高田RC永田雄治様をお招きしています。

日にちが近くなればご案内させていただきますの

で、是非！お越しください。末尾になりました

が、有田2000RCの皆様の益々のご活躍を祈念申し

上げます。ありがとうございました。 

 

◆有田南RC◆会長 垣内欣久様 幹事 中善隆様 

皆 様、こ ん に ち

は。有田 2000ロー

タリークラブ2017-

18年度初例会おめ

で と う ご ざ い ま

す。心よりお慶び

申し上げます。私は本年度有田南ロータリー会長

を拝命致しました垣内欣久と申します。そして、

幹事の中善隆です。中君は2014-15年度会長を歴

任され、今年度は幹事をお願いすることになりま

した。私にとって、心強い限りでございます。大

浦輝彦会長・辻本正成幹事、これからの長い一年

多忙な日々を送ることとなりますが、どうか健康

に留意してご活躍されることを期待しておりま

す。今後とも、御指導、御支援の程お願い致しま

す。有田3クラブの交流と益々の親睦を深めてい

きたいと願っております。はなはだ簡単ではござ

いますが、初例会のお祝いのあいさつに代えさせ

て頂きます。本日は有難うございます。 

●幹事報告●辻本正成君 

◆2017-2018年度における月信 

 第1号お届けのご案内 

◆第14回韓日親善会議2017のご 

 案内 

◆地区2017-18年度地区ホーム 

 ページについて 

◆2017-18年度ガバナー事務所 

 開所のお知らせ 

◆2016-17年度ガバナー事務所閉鎖のお知らせ 

https://www.facebook.com/Y.Takemoto.Yoneyama


●各委員会報告● 

◆職業奉仕委員会（永石君） 

 四つのテスト唱和 

 

 

●出席報告● 

●ニコニコ箱報告● 
ガバナー補佐大原裕様：初例会おめでとうございま 

           す。 

有田 RC：初例会おめでとうございます。 

有田南RC：初例会おめでとうございます。 

和歌山特報社：世の中はやはり東京から変化してま 

       いりましたね！若い世代が世の中を 

       リードしていってくださいね！古き 

       良き軽傷しながら驀進してね！ 

有田タイムス：初例会おめでとうございます。 

大浦輝彦君：みなさんこんばんは。本日のご出席有 

      難うございます。一年間どうかよろし 

      くお願い致します。 

辻本正成君：いよいよ幹事スタートです。みなさま 

      一年間よろしくお願いします。 

寺村公博君：大浦会長、辻本幹事一年間宜しくお願 

      い致します。 

前  任君：大浦会長、辻本幹事一年間宜しくお願 

      い致します。 

下林善信君：大浦会長、辻本幹事一年間宜しくお願 

      い致します。 

佐藤栄志君：大浦会長、辻本幹事一年間宜しくお願 

      い致します。 

樋口 明君：大浦会長、辻本幹事一年間全力投球で 

      頑張ってください。 

芝  毅君：大浦会長、辻本幹事一年間宜しくお願 

      い致します。 

平松一彦君：大浦会長、辻本幹事一年間頑張ってく 

      ださい。 

南 良暢君：大浦会長、辻本幹事本年度宜しくお願 

      い致します。 

永石睦巳君：皆様一年間宜しくお願い致します。 

宮崎晴雄君：本日欠席しますが、皆様一年間宜しく 

      お願いします。 

上野祥弘君：皆様一年間宜しくお願い致します。 

川島信治君：大浦会長、辻本幹事一年間宜しくお願 

      い致します。 

吉水志朗君：大浦会長、辻本幹事一年間宜しくお願 

      い致します。 

上田益稔君：大浦会長、辻本幹事一年間頑張ってく 

      ださい。 
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４ 

●祝宴● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●閉会点鐘● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 会員数 出席者数 出 席 率 

本日の出席 １７名 １４名 ７７．７８％ 

６／２８ １７名 １５名 ８３．３３％ 


