
前 回 の 報 告 （ 第 ８ １ ８ 例 会 ）  

開 催 日 平成２９年７月１２日（水）    

点 鐘 大 浦 会 長 

ソング「手に手つないで」  

 

ビジター有田RC会長  

     成川守彦様 

 

 

 

 

 

●会長の時間●大浦輝彦会長 

皆さんこんばんは、本日もご出

席ありがとうございます。 

初めての会長の時間でありま

す。 

先週は有田南ロータリークラ

ブ、有田のロータリークラブ初

例会に辻本幹事と出席させて頂

きました。有田ロータリークラ

ブでは成川会長様の挨拶・運営方針発表の時、会

長様がアイフォンでit`s a small world を流され出

席者全員で合唱し、歌詞の要約、｢世界はたった

一つで、私たちは、喜びや、悲しみ、希望、恐怖

など沢山の事を共有していて、地球上の全ての人

は友情で繋がる事が出来ると｣いうメッセージが
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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 

込められた、私たちが忘れがちな大切な事を思い

出させてくれるとてもすてきな歌です。と紹介が

ありまして、大変趣向の凝らした素晴らしい挨拶

で有りました。 

ロータリークラブは７月から始まるのか？通常、

個人の事業主も会社も事業年度があり、個人の場

合は１月から１２月までと決められていますが、

会社の場合は事業年度を会社の都合で自由に決め

ることができます。 １９０５年にシカゴ･ロータ

リー･クラブが誕生し、アメリカ各地でロータ

リー･クラブが設立されるようになりました。そう

成った時、いろいろなクラブが顔を合わせるコン

ベンションを開こうということになり、今はコン

ベンションを国際大会と訳しています。世界大会

という人もいます。ですが、コンベンションに

は、国際とか世界という意味はありません。 

  当時はアメリカだけにロータリー･クラブがあり

ましたのでコンベンションは、単に大会という意

味でした。ロータリー･クラブがカナダに広がって

コンベンションは、International Convention と

なり、現在に至っています。  １９１０年８月１

８日に最初の大会が開かれ、ポール・ハリスが

ロータリークラブ全米連合会の会長に選ばれまし

た。ロータリーの大会といっても、登録者は６０

人、ささやかなスタートでした。ロータリーにつ

いて連合体 Association という概念は現在も生き

続けています。つまり、ロータリーにおいては、

各ロータリークラブが主体性を持っているという

ことです。 ロータリーの最初の会計年度は、第１
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         坊岡 進様 

   ９日クラブ協議会大原ガバナー補佐 



回大会が終了した翌日、１９１０年８月１８日に

始まりました。翌年度の１９１１年８月２１日に

ロータリー全米連合会はロータリー国際連合体に

なり、再度ポール・ハリスが会長に選ばれ、会計

年度もこの日程に合わせ８月２１日の開始になっ

ています。 さらに、翌年１９１２年８月、理事会

が当時の国際ロータリークラブ連合会の会計監査

を会計士に依頼した際、クラブ幹事と会計が十分

な時間をもって大会に向けた財務報告を準備し、

クラブ代議員の数を決定できるよう、会計年度の

最終日は６月３０日にするのが良いとの提案を会

計士から受けたそうです。執行委員会は同意し、

１９１３年４月の理事会で６月３０日を会計年度

の最終日と定めました。  ロータリーはその後１

９１７年まで７月または８月に年次大会を開催し

ていましたが、１９１６年米国シンシナシティで

の年次大会において夏場の暑さを考慮して、大会

を６月に開催する決議案を採択しました。これに

より次の大会となるアトランタから６月に開催さ

れるようになりました。 １００年も前から「ロー

タリー年度」は、６月３０日に年度が終わり、７

月１日から開始になっています。これは国際ロー

タリー定款にも明記されています。 

ガバナー月信の紹介をさせて頂きます。１ページ

にはＲＩ会長の挨拶文が記載されています。２

ページは岡本浩ガバナーの年度開始に当たっての

ご挨拶が載っています。内容はPETS報告等でも

ご紹介させて頂いた内容と図解した、｢ロータリー

における地区の基本的構造と各個の役割｣修正版で

あります。６ﾍﾟｰｼﾞからは今期の当地区具体的方

針・予算に関する重要点の説明が細かく記載さ

れ、次のページには分区区分と担当ガバナー補佐

が紹介されています。８ページには２６４０地

区・日本・世界の年間行事予定が記載されていま

す。９ページは２０１７～２０１８年度開始に向

けての歩みが記載されています。最後になります

が、新入会員の紹介ページ、２６４０地区の会員

数及び前月の出席報告が記載されています。皆様

１年通して高い出席率が維持できるように、ご協

力よろしくお願いいたします。 

以上で会長の時間を終わります。ありがとうござ

いました。 

 

●幹事報告●辻本正成君 

◆例会変更（掲示） 

◆有田南RC４０周年記念誌 

          （回覧） 

◆クラブ社会奉仕委員会開催の 

 案内 

◆ハイライトよねやま（回覧） 

◆有田タイムス（回覧） 

◆2017-18年度地区資金の送金につ 

 いて 
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２ 

●各委員会報告● 
◆ロータリーの友（南君） 

横組 

P3今年度の新たなる「友」編集目 

 標 

P20ガバナーの横顔 

縦組 

P4減塩と健康寿命 

P9熊本りんどうRC 

P13友愛の広場 

P19友愛の広場 

P22ロータリーアットワーク 

●出席報告● 

●ニコニコ箱報告● 
成川守彦様：初例会はご迷惑をおかけしました。 

     本年度よろしくお願い申し上げます。 

大浦輝彦君：みなさん本日もご出席有難うござい 

     ます。各委員会活動計画発表宜しくお 

     願いします。成川有田RC会長ようこそ 

     お越しくださいました。 

辻本正成君：本日は各委員会活動計画発表宜しく 

     お願いします。成川有田RC会長ようこ 

     そお越しくださいました。 

寺村公博君：成川有田RC会長ようこそおいでくだ 

     さりました。本日は宜しくお願い致し 

     ます。 

樋口 明君：みなさん今晩は。成川有田RC会長様 

     宜しくお願いします。 

前  任君：成川パストガバナー体調に留意なさ 

     れ一年間有田クラブをお導きくださ 

     い。 

 

●各委員会活動計画● 
会 場 監 督 

ＳＡＡ 上田益稔 

副ＳＡＡ 佐藤栄志 

〃  梅本茂喜 

 〃 前 任 

会長の方針に基づき、各委員会と

連携を取り、充分な準備をしてス

ムーズな運営を目指したいと考えます。 

また、会員相互の親睦が深まることはもちろん、

お越しになるゲストやビジターに失礼の無い、節

度ある例会の開催に努めたいと思います。 

さらに、ニコニコ箱へ協力もいただけるよう努力

したいと思います。 

 

 

 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％ 



副 会 長 

寺村公彦 

会長の運営方針を理解、勉強さ

せて頂きながら、必要とあれば

サポートをしていきたいと思い

ます。 

 

１．クラブ奉仕委員会 

委員長 佐藤栄志 

メンバー数の少ないクラブにおい

ては、クラブ奉仕こそが「サービ

スの心」を学ぶための大きな

ウェートを占める活動であり、会

員担当委員会（吉水委員長）会員

増強委員会（川島委員長）週報委

員会（南委員長）例会活動委員会

（前委員長）会員親睦委員会（上野委員長）出席

委員会（宮崎委員長）はそれぞれ全力投球をお願

い致します。 

私は全ての委員会の副委員長として一生懸命、そ

の活動の「お手伝い」をさせて頂きたいと思って

おります。 

 

（ａ）会員担当委員会 

委員長 吉水志朗 

副委員長 永石睦巳 

会長の運営方針に従い活動してい

きます。各種活動への会員皆様の

積極的な参加を促すよう努力しま

す。 

厳しい状況下ではあるが、会員の維持増強に努め

る。 

例会出欠率を高める。 

出席の重要性と出席規定の周知徹底を図る。 

無断欠席をなくす。欠席する場合の周知徹底。 

メークアップを積極的に推奨する。 

 

（ｂ）会員増強委員会   

委 員 長 川 島 信 治 

副委員長 吉 水 志 朗 

当委員会では、本年度以下の様に

活動します。 

入会に相応しい人物を探し出すた

めに例会を活用して協議する。 

入会に相応しい人物を卓話にお招

きして、当クラブの雰囲気を知って頂き、入会に

繋げる。 

退会防止のためにクラブの親睦に力を注ぐ。 

 

（ｃ）週報委員会 

委員長 南良暢 

副委員長 下林善信 

誤字、脱字に注意を払いながら、

例会活動及びありのままの当ク

ラブの各委員会活動を報告致し

ます。 
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（ｄ）例会活動委員会 

◇プログラム  
委員長 前任 
副委員長 寺村公博 
会長のクラブ運営方針に基づき例

会プログラムを企画し、充実した

例会を開催出来るように努力いた

します。 

・会長方針や強調月間等を考慮し、卓話者等の選

定や内容を考えます。 

・正副委員長の２名では力不足ですので、会長・

幹事をはじめ会員各位に卓話者を紹介いただいた

り、会員卓話を依頼したりしながら、クラブ全体

で企画を考えて行きたいと思います。 

・その他、本年度運営方針により派生する活動へ

の参加・協力を行います。 

（ｅ）会員親睦委員会 

委 員 長 上野祥弘 

副委員長 宮﨑晴雄 

有田2000ロータリークラブメンバーの皆様と親睦

を深める事を目的として、移動例会、クリスマス例

会、その他を企画及び運営致します。 

 

２．職業奉仕委員会 

委員長 永石睦巳 

副委員長 寺村公博 

職業奉仕とは何かを考える例会等

を開催し、ＲＩのいう職業奉仕と

日本的それとの違いやあり方を考

察していく。 

 

３．社会奉仕委員会 

委員長 樋口明 

副委員長 上野祥弘 

新たなる社会奉仕への挑戦 

地域社会にアピールになる活動 

継続事業への積極的参加 

各委員会への協力 

 

４．青少年委員会 

委員長 梅本茂喜 

副委員長 下林善信 

図書の寄贈 広川町の学校への

寄贈を致します。 

②有田川町駅伝大会やふれあい

キャンプに参加させて頂き青少

年育成のための諸活動参加 

し地域との連携を深めていける様努力する 

 

５．国際奉仕委員会 

委員長 芝毅 

副委員長 上野祥弘 

 クラブの身の丈にあった国際奉仕を模索し、活

動したいです。 

 



（ａ）ロータリー財団委員会 

委員長 平松一彦 

副委員長 梅本茂喜 

財団１００周年に因みＲ．Ｉ．

地区から寄付要請が強いので、会

員の皆様のご厚情お願い申し上げ

ます。 

 

（ｂ）米山記念奨学会委員会 

委 員 長 寺村公博 

副委員長 下林善信 

国際親善と世界平和を掲げる米山記念奨学会につい

ての見識を深め、寄付増進を含めて当クラブのでき

得る活動を行います。 

 

●閉会点鐘● 
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