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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 

開 催 日 

THE ROTARY CLUB OF ARIDA 

 

前回の報告（第２８３４例会） 

平成２９年６月２９日(木） 

 

（松村会長） 

 

 

ゲスト：丸山 信仁 君  （ガバナー補佐・御坊RC） 

 

 

 貴重な時間を頂き一言ご挨拶させて頂きます。 

 会長・幹事さま、会員の皆様のご協力で無事にガバ

ンー補佐の大役を無事に終わらせていただきました。あり

がとうございます。一年間ガバナー補佐として体験した楽

しかったこと・残念だったことをお話しいたします。 

 昨年11月29日30日に第45回ロータリー研究会Ｉｎ名古

屋に行かせていただきました。ＲＩ理事斎藤様が日本の統

一見解を発表すると聞き楽しみに参加しましたが「クラブ

の自主性に任す」とのことでした。 

楽しかったことは4月14日から17日までアクター達11名で

全国ローターアクト研修会Ｉｎグアムに参加させて頂きアク

ターのパワーを実感してきました。また6月には阪本会長

夫婦と私達夫婦でアトランタ世界大会に出席し、ジャパン

  平成２９年７月６日 第２８３５回 

・初例会 新旧引継 

     クラブ運営方針 

・ソング：「君が代」「奉仕の理想」 

  平成２９年７月１３日 第２８３６回 

・委員会活動計画の発表 

 

・ソング：「我らの生業」 

１ 

点  鐘 

ナイト・朝食会に参加してきました。楽しい時間でした。 

 皆様方のお蔭でガバナー補佐として多くの会合に出席

し色々と勉強をさせて頂きました。 

一年間 ご協力を頂き無事に大役を終了させていただき

感謝の気持ちでいっぱいです。 

 岡本年度には青少年奉仕委員長として出向します。ご

協力をお願いして私のお礼のご挨拶といたします。 

 

 

（橋爪（誠）幹事） 

〇地区より 

１．７月のロータリーレートは１ドル＝１１１円 

２．ロータリー財団地区補助金申請について 

３．インターアクト地区年次大会のご案内 

４．The Roｒtarian (回覧) 

〇その他 

１．第35回RYLA研修センター集合写真 （掲示） 

 

 

 

＊次年度社会青少年奉仕委員会（井上委員長） 

 7/2（日）は有田川クリーン作戦です。よろしくお願いしま

す。 

 

 

（嶋田(ひ)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２１名 

    （出席規定免除会員８名） 

     ８０．７７％ 

6/15  ８８．００％ 

MU：なし 

開 催 日 

２８３４ Nｏ． 

ゲストの紹介 

 幹事報告  

委員会報告 

出 席 報 告              

ガバナー補佐挨拶 

 

国際ロータリー 

第2640地区 

 

ガバナー補佐 

 丸山 信仁 君 

     （御坊RC） 



２ 

ロータリー親睦活動月間 

 

（上野山(捷）ＳＡＡ） 

松村君：会員の皆様、一年間ありがとうございました。丸

山信仁ガバナー補佐様、一年間お世話になりありがと

うございました。 

橋爪（誠）君：会員一人一人皆様に“感謝”。つたない幹

事でしたが、クラブ運営ご協力、本当にありがとうござ

いました。 

丸山信仁君（ガバナー補佐）：一年間、お世話になりまし

た。 

嶋田（崇）君：松村会長さん、橋爪幹事さん、１年間お疲

れさまでした。会長さん、結構な品物有難うございまし

た。 

川口君：本日の最終例会、宜しくお願い致します。松村

会長を始めとする役員の皆様、本年度お疲れ様でし

た。ありがとうございました。 

酒井君：松村会長、橋爪幹事、一年間おつかれさまでし

た。お世話になりました。 

脇村君：松村会長、橋爪幹事、この一年、本当にご苦労

さまでした。おかげさまで、素晴らしい一年になりまし

た。 

井上君：今年１年、みな様お世話になりありがとうござい

ました。期待に応える事ができたのか心配です。 

嶋田（ひ）君：松村会長、橋爪幹事、一年間お世話になり

ました。記念品、有難うございます。 

児島君：松村会長、橋爪幹事さん、他理事の皆さん、お

疲れさまでした。 

石垣（洋）君：松村会長、橋爪幹事、役員の皆様、一年間

お疲れさまでした。ありがとうございました。 

中村君：松村会長、橋爪幹事、１年間たいへんお疲れ様

でした。盛大にお疲れ会しましょう！ 

岩橋君：松村会長、橋爪幹事、一年間御苦労さんでし

た。 

成川（守）君：松村会長、橋爪幹事、役員・理事の皆様、

１年間ご苦労さまでした。 

上野山（英）君：松村会長、橋爪（誠）幹事さん、いよいよ

本日、千秋楽です。１年間ご苦労様でした。 

橋本君：松村会長、橋爪幹事及び役員の皆様、一年間

おつかれ様でした。そして、ありがとうございました。 

岩本君：松村会長様始め役員の皆様方、一年間御苦労

様でした。会長、本日は記念品、誠に有難うございま

す。 

橋爪（正）君：松村会長、橋爪幹事、一年間御苦労さまで

した。会長記念品ありがとうございます。 

宮井君：松村会長、橋爪幹事、理事の皆さん、一年間ご

苦労さんでした。 

成川（雅）君：一年間ありがとうございました。感謝致しま

す。 

上野山（捷）君：松村会長、橋爪幹事、一年間ご苦労様

でした。頼りないSAAでご迷惑をおかけしました。 

 

 

 

 

 

 

 

「一年を振り返って」 

 皆様のご理解とご

協力のおかげで今

日を迎えることが出

来ました。会員の皆

様に深く感謝申し上

げます。 

 一年を振り返って

みますと、まず思い

起こすことは御二人

の会員が亡くなられ

たことです。8月に川

村克人さん、3月に

浅井修一郎さんがお亡くなりになられました。死亡退会と

なりました。 

 私は今年度のクラブの目標を「親睦を深めロータリーラ

イフを楽しもう」とさせて頂きました。皆様ロータリーライフ

を楽しめましたでしょうか。私はロータリーライフを存分に

楽しむことが出来ました。 

 この一年間、SAAの上野山捷身さんには例会場の設営

と会の進行に努めて頂きました。またBGMを流し会場の

雰囲気づくりにも気配りをしていただきました。 

 クラブ奉仕委員会の中村吉伸委員長には5つの小委員

会を取りまとめて頂きました。 

 嶋田崇委員長率いる会員組織委員会には推薦者とと

もに川口健太郎会員、石垣泰伸会員の新入会員2名と3

名の入会予定者を実現していただきました。 

 應地正章委員長の情報研修員会では規定審議会の結

果を受けて有田ロータリークラブの定款・細則・内規を変

更して頂きました。2回のIDMの開催、そして成川守彦

PDGのご協力のもと宇都宮北RCの鈴木宏PDGを招き

ロ－タリーカレッジを開催し「1905年2月23日の夕刻の

話」「わたしのロータリー」のテーマで講演して頂きまし

た。また、この日はロータリーの創立記念日であり有田

ロータリークラブのロータリーデーとしました。丸山信仁ガ

バナー補佐、有田南クラブ、有田2000クラブからも参加し

ていただきました。 

 橋爪正芳委員長の例会運営委員会では出席したくな

る例会、親睦を深められる例会プログラムを考えていた

だきました。様々な分野で活躍されている外部卓話者を

バランスよく招聘して頂き、会員卓話と組み合わせ魅力

的なプログラムを用意していただきました。食事について

も工夫していただきました。 

 井上修平委員長の親睦活動委員会ではサーカス公演

を見に親睦家族旅行を企画実施していただいたのを始

め、新年例会やロータリーデーの夜間例会も盛り上げて

頂きました。親睦活動が充実し「好意と友情を深め」会員

増強につなげる活動を実践していただいた結果、新入

会員獲得に繋がったのだと思います。 

ニコニコ箱の報告 一年を振り返って 

有田ロータリークラブ 2016-2017年度 会長 

          松村 秀一 君 



 

「一年を振り返って」 

 この一年を振り返ると

万感の思いでございま

す。 

 思い起こせば、緊張と

重責のスタートでした。

去 年 ８ 月 に は、有 田

ロータリークラブに誘っ

ていただいた川村克人

さんの訃報、年度当初

は不安が募るばかりで

した。また、後期には浅

井先生の訃報と尊敬す

る会員の2名がお亡くなりになりました。 

 そんな中、後期には川口さん、石垣泰伸さんの２名の

新入会員が加わり、次年度に向け新しいパワーが芽生え

そうな予感を感じました。悲しい別れと、新しい出会いが

入り交った年度になりました。 

 幹事役として、クラブ運営を円滑に進めていければと思

いましたが、言うは易く行うは難しで、もどかしい思いが続

きました。各委員長様には、私の不慣れなクラブ運営で

ございましたが、ご協力を賜り本当に有難い思いでした。

幹事が各委員長様に助けて頂いた1年だったように思え

ます。 

 また、３年に一度の手続き要覧の改正に伴う「定款・細

則・内規」の変更手続きを経験でき、クラブ運営を知る観

点から良かったと思います。 

 会計の役を経験した中での気づきにも触れたいと思い

ます。一般会計と、ニコニコ会計を別にしている会計シス

テムを知りました。それぞれを別会計にすることで、明確

に会員の募金で地域のため、人のために奉仕を行って

いることを実感しました。クラブの存在意義を、会計のシ

ステムを知ったことで理解が深まりました。 

 ロータリーには職業奉仕という考えがあるからこそ、どん

なに忙しくても時間の制限があったとしても、今自分がや

るべきことを頑張ろうと自分自身に声をかけ続けてきたつ

もりです。 

 有田ロータリークラブで教わった考え、学びが、自身の

いたらなさを知る機会にもなり、また悩みが多かった分、

自分の未来の方向性と、チャレンジしないといけないこと

が明確になった一年になりました。ロータリーは自己研鑽

する場だと本当にわかりました。 

 一年間、各委員会、会員のみなさま、そして事務局の

ご理解とご協力があったので何とかこれたと思っておりま

す。本当にありがとうございました。 

 最後になりますが、一年間知らないことが多くバタバタ

していた私を、松村会長がいつも平常心で、冷静に僕を

見守って下さったおかげで、すごく助かりました。有田

ロータリークラブの幹事の経験を積ませていただけたこと

に感謝はつきません。ありがとうございました。 

３ 

ロータリー親睦活動月間 

 上野山栄作委員長以下ロータリー広報委員会では読

みたくなる週報を作成していただきました。その他、ロー

タリー友誌の解説、ガバナーメッセージの配布等してい

ただきました。週報作成と校正では情報技術を用いた新

たな試みもしていただきました。 

 成川雅史委員長のもと職業奉仕委員会ではロータリー

活動の原点である職業奉仕の探求のためにローテーショ

ンデーを岩本会員の箕嶋神社で実施し、職業奉仕につ

いての会員卓話および「4つのテスト」の唱和を実践して

いただきました。 

 脇村重徳委員長の社会青少年奉仕委員会は有田川ク

リーン作戦に始まり、保田中学での職業紹介授業、米山

奨学生による文成中学での授業、会員以外の様々な人

のボランティア参加を募りみかん海道沿いの桜木の手入

れなど地域社会で成果をもたらす奉仕活動をしていただ

きました。その結果、有田ロータリークラブに対する世間

の関心や評価が高まり賛同者や新会員が増え奉仕活動

が活発化するという成果をもたらしていただきました。 

 橋本拓也委員長以下国際奉仕委員会はロータリー財

団委員会と米山奨学委員会の活動に協力しサポートし

ていただきました。 

 中元耕一郎委員長のロータリー財団委員会は財団の

支援とグローバル補助金申請に関する勉強会を開催し、

今年度はロータリー財団地区補助金申請を行うことにつ

なげていただきました。 

 米山奨学委員会は成戸文子委員長のもと米山記念奨

学会の支援と米山奨学生の董涛君を橋本カウンセラーと

共にサポートし、社会青少年奉仕委員会にも協力してい

ただきました。10月には董涛君の卓話も企画実行してい

ただきました。 

 このように会員全員が力を合わせ委員会活動を実践す

ることで親睦を深めロータリーライフを楽しむことに繋がっ

たのではないかと考えております。厚く御礼申し上げま

す。 

 この一年間、例会や理事会開催ごとに私にはわからな

いことが沢山ありました。そんな時、副会長の上野山英樹

さんや成川守彦PDGに相談に乗って頂きました。心強い

限りでした。そして、いつも力強くサポートしていただいた

のは橋爪誠治幹事さんでした。皆様御存知のように彼は

とても有能です。常に次の週のこと来月のこと、先を見越

して準備していただきました。そつなく幹事の仕事をこな

して頂いたおかげで、無事この一年を乗り切りことが出来

ました。深く感謝しております。 

 さてここ数年を振り返りますと、地区の混乱が解消する

とともに有田ロータリークラブも益々活発になり楽しいクラ

ブになってきているように感じます。私はこれからも微力

ながら有田ロータリークラブのため、会員のため、地域の

ために働きたいと思っています。 

 これで会長報告を終わります。 

 皆様一年間ほんとうにありがとうございました。 

 

 

 

 

有田ロータリークラブ 2016-2017年度 幹事 

         橋爪 誠治 君 



 

ロータリー親睦活動月間 

４ 

 
有田ロータリークラブ 

７月の例会プログラム 

７/６ 

(木) 

初例会 

新旧会長・幹事引継式 

クラブ運営方針 成川守彦会長 

７/１３

(木) 
委員会活動計画の発表 

７/２０

(木) 

委員会活動計画の発表 

予算・決算の審議 

１００％出席優秀者表彰 

7/２７ 

(木) 

外部卓話 岩崎順子氏 

     （いのちの講演家） 

「ちょっと思い出してみませんか？ 

 日々の中で忘れているものを」 

 

閉会・点鐘 （松村会長） 

７/５(水) 

初例会 

新旧会長・幹事引継式 

運営方針発表  

７/１２(水) 委員会活動計画の発表 

７/１９(水) 予算・決算の審議 

7/２６(水) 
外部卓話 松村秀一氏 

    (有田ＲＣ直前会長） 

有田２０００ロータリークラブ 

７月例会プログラム 
 

例会場：吉備インターゴルフセンター  

毎週（水）午後７時～ 

 興味があれば、 

ぜひ、メイクアップして 

下さいね～。 


