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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 

  ～有田ロータリークラブ目標～ 

   親睦を深め 

    ロータリーライフを楽しもう 

の長さや取り付け高さ、あるいは窓の場所や大きさがこれ

に関係してきます。 

 タワーマンションでは西向き北向きの住戸も普通にありま

す。屋内環境は人工的にコントロールされるのでしょう。住

戸内の環境は良くても外の自然環境に悪影響を与えない

か心配です。 

 

 

（橋爪（誠）幹事） 

１．国際ロータリーウェブサイト

が1月からリニューアル 

２．新入会員の報告 川口健太

郎さんが1/19（木）入会予定 

３．本日例会終了後、臨時理事

会を開催 

４．第7回定例理事会（1月）は

1/12（木）午後5時20分より橘

家で開催 

５．他クラブ例会変更 

            （後方掲示） 

 

 

 

＊親睦活動委員会 (嶋田（崇）副委員長) 

 新年例会の件 平成29年1月12日(木)、橘家、18時〜 

出欠、バス利用希望者は本日で〆切。バス利用希望者に

は、新年早々に運行表のFAXを送ります。 

 

＊社会青少年奉仕委員会（脇村委員長） 

 1/19(木)文成中学校と米山奨学生との交流事業を行い

ます。（「前期活動報告」を参照ください。）皆さんのご参

加、よろしくお願いします。 

 

開 催 日 

THE ROTARY CLUB OF ARIDA 

 

前回の報告（第２８１０例会） 

平成２８年１２月２２日(木）  

（松村会長） 

 

（松村会長） 

 本日は前期の最終例会です。この半年間会員の皆様

のクラブ運営に対するご尽力に感謝いたします。後期もど

うぞよろしくお願い申し上げます。後ほどSAA並びに各奉

仕部門の前期活動報告をしていただく予定です。 

 昨日は冬至で一年のうちで昼が最も短く夜が最も長い

日でした。この日には日の出・日の入りの方角が最も南よ

りの方角になります。なお、一年で日の出の時刻が最も遅

い日・日の入りの時刻が最も早い日と、冬至の日とは一致

しません。日本では、日の出が最も遅い日は冬至の約半

月後であり、日の入りが最も早い日は冬至の約半月前で

す。冬至の日の行事としまして、星供養・星祭・冬至風呂・

冬至粥などがあります。 

 ところで、冬至を過ぎると昼の長さが長くなってくるの

に、更に寒くなるのは不思議です。これは地球の大気は、

水と同じように暖かい状態からゆっくりと冷えていき、冬至

の時期より遅れて本格的な冬を迎えます。 

 太陽の力が最も弱まった日を無事過ぎ去ったことを祝っ

て、世界各地で冬至祭が祝われます。北欧のクリスマスは

冬至祭の影響を色濃く残しているそうです。 

 一年の節目として冬至・夏至・春分・秋分はわかりやす

い大きな節目であります。この4日は住宅の日当たりを考

える時にとても大切な日です。建築計画の中では太陽の

高さ、日の出、日没の角度、日陰の長さの基準になりま

す。例えば春分、秋分には真東から太陽が昇ります。冬

至の日には30度近く南側から日が昇ります。逆に夏至に

は約30度北側から太陽が昇ります。また昼の12時の太陽

の角度は冬至で約32度、夏至には約80度になります。庇

  平成２９年１月１２日 第２８１１回 

・新年例会：年頭所感 應地 正章 君 

      年男所感  脇村 重徳 君 

・ソング：「君が代」「奉仕の理想」 

  平成２９年１月１９日 第２８１２回 

・会員卓話：橋本拓也君 

     「当社の安全への取り組み」 

・ソング：「我らの生業」 

１ 

点  鐘 

開 催 日 

２８１０ Nｏ． 

 幹事報告  

委員会報告 

会長の時間  



２ 

疾病予防と治療月間 

 

（児島例会運営委員） 

本日の会員数２６名 

   （出席規定免除会員８名） 

出席会員数１９名 

   （出席規定免除会員７名） 

      ７６．００％ 

12/8   ８０．７７％ 

MU：上野山(栄)君 

 

 

 

（上野山（捷）ＳＡＡ） 

松村君：今日は前期最後の例会です。各奉仕委員長

様、活動報告をお願いします。 

橋爪(誠)君：理事の皆様、本日の発表よろしくお願いい

たします。 

児島君：会長はじめ役員の皆様、ご苦労さまでした。後

半期もよろしくお願いします。 

嶋田（崇）君：前期活動報告のみなさまご苦労様です。 

中元君：前期活動報告、よろしくお願い致します。 

嶋田（ひ）君：皆様、よいお年をお迎えください。 

橋爪（正）君：前期活動報告の委員長、御苦労さまです。

会員の皆様、よいお年をお迎えください。 

酒井君：今年一年お世話になりました。先日、無事人間

ドックが終わりホッとしています。 

中村君：松村会長、橋爪幹事、半年間お疲れ様でした。

あと半分がんばって下さい。本日、活動報告させてい

ただきます。 

上野山（捷）君：半年間、拙いＳＡＡにご協力有難うござ

いました。本日、前期活動報告をさせていただきます。

皆様、よいお年をお迎えください。 

 

 

 

 

 今年度の松村会長のクラブターゲットは「親睦を深め

ロータリーライフを楽しもう」でした。その意に従うよう計

画、運営を心掛け努めました。 

１）禁煙と携帯電話のマナーモードの厳守については、

禁煙は１００％、マナーモードはほぼ厳守して下さってい

ました。 

２）例年通り７月、８月、9月にクールビズを実施しました。 

３）ニコニコ箱献金については、上半期は計画予定額通

りのご協力を頂きました。下半期もよりご協力をお願い致

します。 

４）例会前と食事中に例会に応じてＢＧＭを流しました。

ただ、ホームソングの時には私の不慣れのため皆様方に

ご迷惑をお掛け致しました。 

５）食事の無駄が生じないよう欠席予定表及び事務局へ

連絡するようお願いしました。特に例会運営委員会、事

務局の協力を得てほぼうまく実施されていると思います。 

 

 

 

 松村会長のクラブターゲットである「親睦を深めロータ

リーライフを楽しもう」に則り、有意義で魅力のある例会に

なるように努力した。特に親睦活動委員会、例会運営委

員会は様々な工夫と趣向を凝らした運営を行なっていた

だいた。以下に各委員会の活動報告をまとめる。  

 

１）会員組織委員会 

 会員増強は実増1名を目標としていたが、1名の死亡退

会(川村克人君、8／11ご逝去)があり、現在は1名減の26

名である。しかし、年明けに1名の増強が見込まれてい

る。目標達成のためには、下半期で１～２名の増強が望

まれるので、今後は増強のためのクラブフォーラムの開

催、外部卓話等を考えている。また職業分類表に新しく

「総合建設」を開設した。 

 

２）情報・研修委員会 

 規定審議会での改正に伴った有田ＲＣ定款の変更を

行なった。次回以降の例会において新定款の承認を得

る予定である。 

 10月19日、20日には前期ＩＤＭを橘家で開催した。「有

田ロータリークラブの入会金について」「有田ロータリーク 

ラブの例会数について」をテーマに議論した。 

 また12月8日、入会予定者に対してロータリーの基礎情

報について説明をした。 

 

３）例会運営委員会 

 クラブターゲット「親睦を深め、ロータリーライフを楽しも

う」のもと、例会運営委員会は会場の設営、撤収にＳＡＡ

をサポートした。出席報告やニコニコ箱担当は月ごとの

交代で行い、スムーズに行われている。 

 卓話に関して、毎月第１例会は原則として外部卓話者

の招聘を避けて会員卓話としているが、前期は順調に推

移してきている。後期は予算の都合上、会員卓話が若干

多くなる予定。また特別な日、月間などと関連した主題を

取り上げていくことになる。 

 

出 席 報 告              

ニコニコ箱の報告 

前期活動報告の発表 

 

 

ＳＡＡ 

上野山 捷身 君 

 

 

クラブ奉仕委員会 
委員長 

中村 吉伸 君 



４）親睦活動委員会 

 例会場での受付及び週報などの配布、ゲスト・ビジター

の紹介を行った。また本人、ご婦人の誕生日及び結婚記

念日の月に、お祝い品を贈呈した。9月25日には親睦家

族旅行としてシルクドソレイユ鑑賞・懇親会を行なった。

米山奨学生、ご家族合わせ総勢33名が参加された。10

月9日には有田3クラブ合同ゴルフコンペが有田東急ゴ

ルフクラブにおいて開催され、有田ロータリークラブから

は松村さん、中元さん、加藤さん、酒井さんの4名が参加

された。10月23日には地区大会が開催されたが、親睦委

員会として送迎バスの手配を行なった。下半期は新年例

会懇親会を1月12日に開催する。 

 

５）ロータリー広報委員会 

  誰もが読みたくなるような週報の発行を目指し、写真

に力を入れた。簡単に写せるということと画質も良いので

携帯電話を使用した。会長の時間、委員会報告、卓話

等の原稿はデータで提出いただいた。事務局でデザイ

ンし、委員にメールで配信、校正を行い、月別の担当委

員が取りまとめるようにして非常に効率よく作成出来た。 

今後は事業予定の詳細等、各週の特徴を出したレイアウ

トを考えていく。 

 「ロータリーの友」の解説は原則として毎月第2週の例

会にて、委員が順番に行った。またガバナーメッセージ

はその都度会員に配布した。 

 ホームページに関しては今後の予定や事業報告等を

更に充実させていく予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 職業奉仕というロータリー活動の原点をみつめ直すた

め、ローテンションデーの開催を平成29年2月9日（木）に

有田RC会員の箕嶋神社の岩本さんにご協力を頂き実施

したいと考えております。 

 毎月の活動については、「４つのテスト」の唱和を月に1

度実施しています。 

 

 本年度は、①有田川クリーン作戦への参加、②文成中

学校と米山奨学生・董涛君の交流事業、③保田中学校

への職業紹介授業、④みかん海道の桜木の手入れ、の

4つの奉仕活動を計画しました。 

 まず「有田川クリーン作戦」については、7月3日、「ユニ

ワールド」さんの従業員の参加も含めて総勢17名で有田

川河川敷の清掃を実施しました。その様子は、友誌10月

号の「ロータリーアットワーク」に掲載されました。 

 2つ目の「文成中学校と董涛君との交流事業」は、来年

の1月19日14時20分から50分間、2年生60人を対象に実

施します。講演の内容は、中国の古典「山海経（せんが

いきょう）」を題材にした中国の歴史・風習の紹介や日本

との古くからの関わりなどのお話です。すでに理事会の

承認を得、発表資料の確認や学校との調整なども完了し

ました。 

 3つ目の「保田中学校における職業紹介授業」は、来年

の2月9日と16日の2回、14時30分から50分間、1年生67

人を対象に行います。学校側のリクエストにより介護施

設、手袋製造、損保代理店及び郵便事業の4業種を2回

に分けて紹介します。本日の臨時理事会にて承認を得

るべく、準備作業はほぼ終わりました。 

 4つ目の「みかん海道の桜木の手入れ」は、5月の連休

明けに実施する予定です。 

 各事業とも、当日の時間が許せば会員の皆さん方のご

参加をお願いします。 

 

 ロータリー財団委員会、米山記念奨学委員会への協力

は、適宜行いました。 

 来年のアトランタ開催の国際大会への参加は、日程案

内が来ましたので会員に紹介しました。来年以降参加の

受付を行います。 

 地区青少年交換留学生派遣については、今期は見送

ることとしました。 

 ロータリー財団寄付金「地区補助金」の今年度の活用

については、今年は行わないことにしました。 

 

１）ロータリー財団委員会 

 ロータリー財団への寄付をお願いしました。 

 特別寄付 1900ドル（5人）、普通寄付  675ドル 

 ポリオ寄付 100ドル（1人） 

  

２）米山奨学委員会 

①会員の皆様に寄付（普通寄付＆特別寄付）をお願い

する。普通寄付で ￥81,000-（\3,000-×27名）、特別寄

付で ￥230,000-（7名の方よりご寄付を頂く） 

②米山奨学生董涛君をホストクラブとして勉学・生活両

３ 

疾病予防と治療月間 

 

職業奉仕委員会 
委員長 

成川 雅史 君 

 

社会青少年奉仕委員会 
委員長 

脇村 重徳 君 

 

 

国際奉仕員会 
副委員長 

應地 正章 君 



面で支援する。（カウンセラー：橋本拓也会員にお願い

し、支援をサポートする） 

  1)例会前に会員の職場を訪問 

    6月：東亜ドラム油業 

    7月：嶋治水産 

    8月：箕嶋神社 

    9月：ふみこ農園 

   10月：成川歯科 

   11月：上野山英樹さん農園 

  2)指導教官との交流 

    6月：大阪府立大学の研究室訪問 

   11月：有田RCにて大形教官の卓話 

  3)種々の活動への参加 

    9月：親睦家族旅行（家族で参加） 

   10月：箕嶋神社豊作感謝祭 

                （お子さんと一緒に参加） 

③米山月間での卓話。10月20日 当クラブ例会にて題

名「君子は人の美を成す」を卓話 

④社会・青少年奉仕委員会の文化交流企画へのサポー

ト。1月19日開催予定の文成中学校での中学生との交

流事業について、董涛君が事業内容についての検討

を行った。 

   

 クラブの問題点を長期的視野で解決しよう、また、新た

な課題を見つけ出し、どのように克服するか検討する委

員会であると考えております。 

 期首に挙げていました検討項目のうちクラブバナーは

理事会で討議し解決しました。そこで、各種お祝い（皆出

席・結婚記念日お祝い・会員＆配偶者誕生お祝い）とク

ラブ予算について検討しました。各種お祝いについては

結論には至りませんでした。引き続き検討したいと思いま

す。 

 クラブ予算については、会計の橋爪(誠)君が今年度の

予算書を作成する時により分かり易くできないか検討して

いただき、収入と支出を対比してわかりやすいように作っ

てくれました。どのように収支を表現するのが良いか誠治

君が検討したその過程を説明してもらい委員会内でクラ

ブ予算について理解を深めました。次年度は会計担当

者の裁量に委ねられますが、彼の経験が活かされるもの

と思います。その他、雑談形式で話し合いをし、やはり会

員増強がとても大事であることを認識しました。 

 

 

 

 

疾病予防と治療月間 

４ 

閉会・点鐘 （松村会長） 

クラブ活性化 

  戦略計画委員会  
委員長 

松村秀一君 

～社会青少年奉仕委員会～ 
 

「文成中学校生徒と米山奨学生 

          董涛君との交流事業」 
 

日時：平成29年１月19日（木） 

   午後2時20分～午後3時10分 

 

場所：文成中学校 

 

中国の古典「山海経 (せんがいきょ

う)」を題材にした中国の歴史・風習の

紹介や日本との古くからの関わりなど

のお話を董涛君が行います。参加する

のは文成中学校２年の生徒さんたち約

60名です。 

 

会員の皆様もぜひ、ご参加下さい～☆ 
 

 

 

 

あけましておめでとうございます 

本年もどうぞよろしくお願いします 


