
 

 

前 回 の 報 告 （ 第 ８ ６ ０ 例 会 ）  

開 催 日 平成３０年７月４日（水） 

点鐘 大 浦 会 長 

ソング「我等の生業」 

 

●会長の時間 

 

皆 さんこんばんは、本日もご出席ありがとうご

ざいます。本日は、本年度最終例会です。 

 

 プログラムは会長、幹事の一年を振り返ってで

ありますので、本日の会長の時間は振り返りと合

わせて行わせて頂きたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

 

No. ８６０ 

ロ ー タ リ ー 親 睦 活 動 月 間 

第２６４０地区 

１ 

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 

ＴＥＬ０７３７－５２－８９６０ 

ＦＡＸ０７３７－２２－６８００ 

Ｅ－mail：  info@arida2000rotary.club 

ＵＲＬ：   http://arida2000rotary.club/ 

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 

 

●幹事報告● 

辻元正成君 

〇報告事項 

１.例会変更（掲示） 

２・the Rotarian回

覧 

３・2017-2018 地区

大会記録誌 配布 

 

 

●出席報告● 

●ニコニコ箱● 

大浦輝彦君：皆さんこんばんは。本年度最終例

会です。皆様一年間本当にありがとうございま

した。南さん来年度宜しくお願い致します。 

辻本正成君：ついにこの日がきました。皆さん

一年間ありがとうございました。 

永石睦巳君：大浦会長、辻本幹事、一年間お疲

れさまでした。 

上野祥弘様：大浦会長、辻本幹事、一年間お疲

れさまでした。一年間ありがとうございました 

    本日の

 平成３０年7月4日 第861回 

 ソング「君が代」「奉仕の理想」 

 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 

     初例会 

会  長     大浦輝彦 
幹  事     辻本正成 

クラブ会報委員長 南 良暢 

 会員数 出席者数 出 席 率 

本日の出席 １６名 １２名 ７５％ 

6月27日 １６名 １４名 ８７.５％ 

次回のプログラム 

 

７月８日  有田川町ふれあいキャンプ 

７月１１日 委員会活動計画発表       

７月１８日 細則による休会       

７月２５日 決算・予算    



 

 

上田益稔君：大浦会長、辻本幹事様 一年間あ

りがとうございました。 

平松一彦君：大浦会長、辻本幹事 一年間ご苦

労様でした。 

下林善信君：会長、幹事、役員の皆様 一年間

ご苦労様でした。 

川島信治君：大浦会長、辻本幹事 一年間お疲

れさまでした。 

吉水志朗君：大浦会長 一年間お疲れ様でし

た。 

芝毅君：大浦会長 一年間御苦労様。 

寺村公博君：大浦会長、辻本幹事一年間お疲れ

様でした。 

樋口明君：会長、幹事 一年間御苦労様でし

た。 

梅本茂喜君：大浦会長様 辻本幹事様一年間ご

苦労様でした。 

 

 

１年を振り返って 

２０１７－２０１８年度 

   幹事 辻本 正成 

 

 ２０１７－２０１８年

度の幹事という大役を仰

せつかり、１年間クラブメンバーの皆様のご支

援ご協力のもと、大浦会長と共に円滑なクラブ

運営を援助出来たと思います。 

 振り返ってみると、地区協議会の幹事部門の

セミナーから始まり有田南RC、有田RCの初例

会への出席、ガバナ公式訪問、分区会への出席

等対外的な事や有田２０００RCの各諸事業の調

整等忙しいく又、充実した１年でした。 

特に相撲観戦では、会員相互の親睦がより深め

ることが出来たと思います。 

半面、３名の新入会員を目標に掲げていたにも

かかわらず、１名の新入会員、２名の退会者と

いう残念な結果に終わり責任を感じています。

やはり会員増強というのはクラブの重要案件で

すので次年度以降も取り組んでいこうと考えま

す。 

１年間入会間もない私を支えていただき、本当

にありがとう御座いました。 

 

 

          

２ 

１年を振り返って 

         大浦輝彦 

 皆さんこんばんは、昨年の

７月、８１７回で始まった例

会も今回８６０回と言うこと

で、４３回、皆さんに支えて

頂きまして、残すところあと

４日間ですが無事終わること

が出来そうです。ありがとう

ございました。 

本年度はＲＩ会長イアン H.S.ライズリー氏の

（2017-2018）テーマは「ロータリー:変化をもた

らす」を掲げられて年度が始まりまして、２６４

０地区 岡本ガバナー地区基本指針は「ロータ

リーの原点を再確認し、2640地区に新たな飛躍

を」で有りました。 

 私はロータリーに入会させて頂きましてＰＥＴ

Ｓは勿論初めてでしたが、地区協議会で一年間の

方針を、今年度ほど解りやすく説明して頂いた事

はなかったように思いました。 

又、年度が始まっても基本指針通りの運営がなさ

れて、紙面による月信の配布や分区活動の開始、

新入会員研修、クラブ会長会議等がしっかり行わ

れました。 

当クラブでは、月信を月一回 会長の時間で内容

を紹介させて頂きまして、会員の地区行事への関

心と、情報の共有化を図れた様に思います。 

又分区活動では、２分区の会長幹事会が開催さ

れ、分区活動としての研修も開催されたのです

が、当クラブは会員親睦例会と被ってしまいまし

て参加できなかったこと、大変残念に思っていま

して、来年度以降も分区活動が継続されますので

情報を早く入手し、出来る限り多く会員の皆さん

の出席を出来る準備も必要で有ると思いました。 

又、新入会員向けの研修会には、入会３年未満の

方と言うことでご参加頂きました。ご参加頂いた

方々に於きましては、研修で学んだことを今後の

ロータリー活動に生かしていって欲しいと思いま

す。 

本年度の初例会で有田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、人間で言えば成人となる年で有ると言う

ことで、今年1年間、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言

うことでクラブのテーマを「20周年に向け、原点

を意識したクラブ活動を」とさせて頂きました。 

内容としましては、2017-2018年度重点目標とし

て、 

１点目に例会出席率の向上を掲げ、多業種に及ぶ

各会員の皆さんの多様性と個人的な仲間意識の高

揚を掲げましたが、残念な事では有りますが出席

率の向上には繋げることが出来なかったようで

す。出席率の向上の方策として他クラブへのメイ

キャップやＥクラブの活用など紹介しましたが、
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もっと具体的に欠席したときなどの声かけや、

詳しいＥクラブの活用方法を個人的にも行って

いくことが必要であったのかと反省していま

す。 

 

 ２点目に会員拡大の推進と言うことで来年度

迎える20周年に向けて、魅力の有るクラブ運営

を行い会員の増強を行いたいと目標を立てまし

たが、チャーターメンバーである佐藤さんの退

会と、入会間もない宮崎さんの退会が有りまし

て非常に残念な結果となりましたが、今年から

新会員として浦﨑さんに入会して頂きまして年

度当初から１名減で年度を終えることとなりま

した。 

会員増強にいては年間を通じて川島委員長様

はじめ、多くの会員様に御協力を得て進めて参

りましたが中々旨くいかない現実がありまし

た。 

 今年度会長をさせて頂いて特に思ったことで

はありますが、新入会員増強は勿論大変重要で

必要なことでは有りますが、皆さんに努力して

頂いて入会頂いた方に、退会という結果になら

ないようなクラブ運営をすることがもっと重要

であると言うことです。 

そのためにも例会時や普段顔を合わせた時等、

親睦を深め、何か気になることや悩みがあれば

話して貰える会員相互の信頼と友情を今以上に

造っていくことが必要で有ると思います。 

又、南会長エレクトより次年度会長の時間で話

されていました有田2000ロータリークラブ会員

各位が地域に貢献している職業人としてそれぞ

れの理想郷を明示して貰い全員で共有しその理

想郷に辿り着くため自身の取組や弊害が出たと

き、どの様に学んだかを共有し会員同士の集合

体として親睦を図ることで、会員増強や退会防

止という結果が出るのではとの話しも頂きまし

た。 

私の今年度目標である20周年を20人で迎えるは

達成出来なかったのですが、来年の春に予定し

ている記念例会までに達成出来るように努力を

継続することは勿論、会員相互の親睦をしっか

り図り退会防止・会員増強をしっかり進めて行

くことが必要で有りますのでご協力よろしくお

願いいたします。 

 

３点目として地域の社会奉仕活動への積極的な

参加と言うことで、ふれあいキャンプへの参加

を今年度も実施させて頂きました。中野さんの

年度に始まった活動ですが回を重ねることで、

昨年度配らせて頂いた花の成長を話してくれた

り、花の苗を楽しみに待っていてくれたりと、

素晴らしい社会奉仕活動で有ると思いますので

今後も継続していくことが大切で有ると思いま

した。 

又、白木海岸清掃活動も計画通り実施させて頂

3 

きました。今年度は例年に比べてゴミの量が少な

かったのですが皆さんに参加頂きまして素晴らし

い活動が出来ました 

有田川町駅伝のサポートでは表彰式でメダルの授

与をさせて頂いたのですが、入賞された方々の笑

みが見えて本当に良かったです。 

小学校への図書寄贈では、有田市内の小学校が終

わって今年から広川町に入りました。最初の寄贈

校として南広小学校に樋口委員長、吉水さんに御

同行頂きまして寄贈させて頂きました。教育長さ

んや学校長様から大変喜んで頂きました。 

 

4点目として活溌に会員親睦活動として、上野親 

睦員長様にクリスマス例会や大相撲観戦、花見例 

会をして頂きました。 

以上が2017-2018年度重点目標の振り返りと反省 

です。 

 

  

  

  

 

例会プログラムを振り返ってみますと、 

７月は初例会に始まりまして各委員会活動計 

画の発表、予算決算と続きまして月末は有田ロー

タリークラブの松村直前会長にお越し頂きまして

「２００９年４月９日に入会して」と言う内容で

卓話を頂きました。 

８月に入ってからは有田南ロータリークラブ直前

会長の坊岡様や糸我小学校の和田校長先生にお越

し頂きまして卓話頂きました。 

８月９日のクラブ協議会には大原ガバナー補佐様

をお迎えし、８月２３日には岡本ガバナーの公式

訪問を受けました。 

９月に入ってからは、地区会員増強維持 小池佳

史副委員長様や地区クラブ奉仕委員長矢倉甚兵衛

様、地区情報規定委員会 北岡満委員長様にお越

し頂きまして卓話を頂きました。 

１０月は会員増強委員会によるクラブフォーラム

を開催して頂きました。会員相互か 

ら数名の候補者が上がりまして、結果 浦﨑さん

に入会して頂きました。 

他にも白木海岸の清掃活動や外部卓話として地区

戦略委員長 豊田泰史様、２０１６～２０１７年

長期交換派遣生 竹中詩織さんにも卓話を頂きま

した。 
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１１月に入ってからは地区雑誌･公共イメージ

委員長 近藤徳雄様や米山奨学生の外部 

卓話、湯浅町ブランド戦略推進室の常詰様や紀

州高圧 岡様にも卓話にお越し頂きま 

した。 

１２月に入ってからは地区ＩＴ委員会 田辺様

にお越し頂きまして卓話を頂き年次総 

会、クリスマス例会と私の中では結構長く思っ

ていたのですが、こうして振り返ると 

あっという間の前期となっています。 

１月に入っては恒例、平松会員によるきき酒会

に始まりまして、先ほども御紹介しま 

したが浦﨑さんの入会が有りました。外部卓話

では地区職業奉仕委員長 山下茂雄さ 

んや米山奨学生の卓話もして頂きました。 

２月に入ってからは永石さん、芝さんの会員卓

話及びＲＩ会長運動方針植樹として、 

藤並駅東口へ２０本の桜の小木を会員の皆さん

と植樹する例会を開催させて頂きまし 

た。 

３月に入ってからは、恒例になりました有田川

町駅伝への協力例会や家族親睦例会と 

して大相撲観戦、又外部卓話として和歌山県赤

十字血液センターの 逢坂泰弘様にもお 

越し頂きまして卓話頂きました。 

４月に入ってからは、恒例のお花見移動例会や

御坊東ロータリークラブとの合同例 

会、新会員の浦﨑さんによる卓話も行って頂き

ました。又、ロータリーの友を読むで 

はいつもと趣向を変えた内容で南さんから御紹

介頂きました。 

５月に入ってからは地区財務委員長 溝上裕章

様の卓話、石垣小学校前校長先生 中文 

也様の「無言社会でいいだろうか」との題目で

の卓話も頂きました。 

又、次年度クラブ会長の時間では南会長エレク

トより2011年8月治療中に上田先生に 

声掛けを頂き今日に至っているお話と、当クラ

ブをこれまで支えて下さった先輩会員 

たち様や新たに出会えた会員たち様，さらにこ

れからまだ見ぬ会員様に刺激を受け、 

自分自身をより高めながら有田2000RCの活性化

に寄与したい信念を抱きつつこれから 

の一年間 頑張っていくとのお話を頂きまし

た。  

 ６月に入ってからは、残り一年を切ってきま

した２０周年記念例会に向けて芝会員よ 

り設立当時の資料も交えて御紹介頂きました。

又、次年度の向けてとの内容で前会員 

より卓話頂きました。 

概ね以上が各例会の振り返りであります。 

 

来年度は先日の「次年度会長の時間」にもあり

ましたように、私とは比べものにならないリー

ダーシップでクラブ運営をして頂けると思って

4 

来年度は先日の「次年度会長の時間」にもありまし

たように、私とは比べものにならないリーダーシッ

プでクラブ運営をして頂けると思っていますので、

皆さんご協力の程、よろしくお願い致します。 

 気が付けば「あっという間の一年間」でありまし

た。最後に、一年間幹事をお願いしました辻本さ

ん、SAAをお願いしました上田さん、各委員を務め

て頂きました皆様のお蔭をもちまして、１名の会員

減少となりましたが、何とか無事に終わることが出

来そうです。 

 

本当にありがとうございました。 

 

以上で会長、一年の振り返りとさせて頂きます。        

 

 

●閉会点鐘● 大浦会長 

 

 

 

6月23日 

第１７回わんぱく相撲「有田場所」  

 

広川町民体育館 

 

 多くの子供たちが参加

され熱戦を繰り広げてく

れました。 

勝った子も負けた子も一

生懸命相撲をとってい

て、素晴らい感動の大会

でした。 
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