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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 

2017-2018年度クラブ方針 

 ロータリーを知ろう 

       ～温故知新～    

 

 

ビジター 

 垣見 裕司 君 

      （東京紀尾井町ＲＣ） 

 

 東京紀尾井町ロータリークラ

ブからやって参りました。垣見 

裕司（かきみ ゆうじ）と申しま

す。 

 チャーターメンバーかつ2015-

2016会長で、今期は25周年記念事業実行委員会の委員

長を仰せつかり、昨年9月に無事終わりました。 

 仕事は創業147年になります垣見油化という会社の5代

目社長をしております。旧日本石油系の特約店ですが、

食料油、ともしび油、頭髪油で明治4年創業、戦後ガソリン

スタンド、昭和30年代にLPガス、昭和40年代に石油化学 

昭和50年代にOAやIT、昭和60年代に不動産を始めまし

た。出身校は安部総理が有名にしてくれた成蹊学園で、

小学校では安部先輩と1年かぶる年齢で大学は理工学部

経営工学課にいきました。趣味のテニスでは東京代表で

インターハイに個人団体とも出場しました。ゴルフは元シン

グル、あと囲碁は日本棋院の7段です。 

 成川様との出会いは、本日その概要が配布されておりま

す。私が初代会長(3期4年)をつとめたJRIC設立以前から

のお付き合いです。ちなみに紀尾井町RCの「紀」は紀州

徳川家の「紀」なので(後は尾張徳川と彦根藩の井伊家)、

正に成川様の江戸上屋敷として色々ご指導頂きました。 

 また本日はシンガーXの紹介者でもありますので夜の 

成川様プレゼンツのサプライズ新年ディナーショーをお楽

しみいたたければ幸いです 

 

 

開 催 日 

THE ROTARY CLUB OF ARIDA 

 

前回の報告（第２８５６回例会） 

平成３０年１月１１日(木）  

（成川（守）会長） 

 

 

（橋爪（誠）親睦活動副委員長） 

ビジター：垣見裕司君（東京紀尾井町ＲＣ） 

米山奨学生：董涛君 

ゲスト：橋爪美智代様、橋本早百合様、石垣よしみ様 

    石垣亜里子様、井上恵実様、川口恵美子様 

    児嶋純子様、成川恵美様、中村有香様 

    中元礼子様、嶋田一代様、上野山美知子様 

    上野山千穂様、上野山りか様、脇村佳世子様 

 

 

（成川（守）会長） 

 垣見裕司君をご紹介します。今回のシンガーXの紹介

者です。東京紀尾井町RCの会員で、2015－16年度クラ

ブ会長です。例会場は、ホテルニューオータニ東京で

す。 

 お手元に配布しています資料のように、約20年前、日本

のロータリーにインターネット同好会、「全国ロータリアンイ

ンターネット協議会（JRIC）」を設立した私たち発起人9人

の一人で、初代会長です。http://www.jric.gr.jp/web/ 

全国ロータリアンインターネット協議会は、 電子メールア

ドレスを持つロータリアンならどなたでも参加出来ます。入

会金無料、年会費２千円ですので、是非ご参加下さい。 

 自己紹介を兼ねて一言、ご挨拶をいただきます。 

 

 

 

 

  平成３０年１月１８日 第２８５７回 

・ローテーションデー 於）ふみこ農園 

 会員卓話：成戸 文子 君 「私らしく」 

・ソング：「それでこそロータリー」 

  平成３０年１月２５日 第２８５８回 

・外部卓話：太田 美香 氏（フラワーデザイナー) 

  「和歌山の花を使った新しい試み」 

・ソング：「四つのテスト」 

１ 

点  鐘 

開催日 

２８５６ Nｏ． 

島 海碩 書 

ゲスト･ビジターの紹介 

ビジター紹介 

 

ビジター挨拶 



２ 

職業奉仕月間 

 

 

（中元ＳＡＡ） 

成川（守）君：あと半年、よろしくお願い致します。垣見

様、ようこそ和歌山へ。 

橋本君：明けましておめでとうございます。皆様にとって

幸せな一年になりますように。今年もよろしくお願いし

ます。 

垣見裕司君：東京紀尾井町からやってまいりました垣見

です。よろしくお願いします。 

児嶋君：新年明けましておめでとうございます。本年もよ

ろしくお願い致します。 

酒井君：あけましておめでとうございます。本年もよろしく

お願い致します。 

石垣（泰）君：本年もよろしくお願いします。 

丸山君：あけましておめでとうございます。早くロータリー

クラブになれてがんばりたいと思います。児島さん、年

頭所感楽しみにしています。 

川口君：明けましておめでとうございます。皆様、本年も

宜しくお願い致します。本日の新年夜間例会、段取り

ありがとうございます。 

橋爪（正）君：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。 

岩橋君：新年おめでとうございます。本年もよろしく。 

田端君：皆様、明けましておめでとうございます。本年も

よろしくお願い致します。 

松村君：今年もよろしくお願いします。児島良宗さん、年

頭所感楽しみにしています。 

宮井君：新年あけましておめでとうございます。本年もよ

ろしくお願い致します。 

脇村君：本年もよろしくお願いします。 

上野山（栄）君：新年あけましておめでとうございます。成

川会長、スペシャルな新年例会ありがとうございます。

本年も皆様にとって楽しいロータリーライフであります

ようご祈念申し上げます。 

中村君：明けましておめでとうございます。本年も宜しく

お願い申し上げます。 

嶋田（崇）君：今年も宜しくお願いします。 

橋爪（誠）君：皆様、明けましておめでとうございます。本

年も良い年になりますよう祈念いたします。垣見様、よ

うこそ有田ＲＣへ。ご出席ありがとうございます。 

児島君：本年もよろしくお願いします。 

井上君：ことしもヨロシク。 

上野山（英）君：明けましておめでとうございます。会長、

蝶ネクタイ有難うございます。 

石垣（洋）君：新年あけましておめでとうございます。本年

もよろしくお願いします。 

菅原君：新年おめでとうございます。本年もよろしくお願

い致します。 

木本君：新年おめでとうございます。本年も宜しく御指導

お願い申し上げます。 

上野山（捷）君：本年もよろしくお願いします。 

嶋田（ひ）君：あけましておめでとうございます。皆様に

とって幸多き一年でありますように、本年もよろしくお願

いします。 

中元君：垣見裕司様、ようこそ有田ＲＣへ。 

 

 

（脇村例会運営委員） 

本日の会員数３２名 

 （出席規定免除会員９名） 

出席会員数２８名 

 （出席規定免除会員７名） 

        ９３．３３％ 

 

 

 （成川(守）会長） 

何かをしよう 

みんなの人のためになる 何かをしよう 

よく考えたら自分の体に合った 何かがある筈だ 

弱い人には弱いなりに 

老いた人には老いた人なりに 何かがある筈だ 

生かされて生きているご恩返しに 

小さいことでもいい 自分にできるものをさがして 

何かをしよう 
 

坂村真民さんの詩です。 
 

 皆様、あけましておめでとうございます。 

 今日は11日ですが、関西では

「松の内」です。関西では1月15

日（小正月：こしょうがつ）までを

松の内、関東では1月7日（大正

月：おおしょうがつ）までを松の

内として考えるようになってきた

そうです。 

 それは、元々は1月15日まで

を松の内としていたようですが、

江戸幕府が1月7日を以て飾り

納めを行うよう通達を出したことがきっかけとなり、その周

辺の関東では7日までを松の内として考える傾向が広

まっていったようです。 

 さて、本日は、新年例会ということですが、特に今年

は、「ディナーショー」ということで、音響設備の関係で、こ

こグランビアホテルでの開催となりました。幹事さんはじ

め中元SAA、橋爪例会運営委員長さんには、会場設営

のため早くからお越しいただき、ありがとうございました。 

 さて、今年の年頭所感は、児島良宗君にお願いしま

す。そして、今年は、戊戌（つちのえ いぬ）年ですが、会

員に年男・年女はいませんので、配偶者の年女の方に

お願いしました。後ほど、よろしくお願い申し上げます。 

 この後、例会終了後、先ず食事をしていただきます。そ

会長の時間  

出 席 報 告              

ニコニコ箱の報告 

米山奨学金授与 

 

 １月分の米山奨学

金が成川（守）会長よ

り董涛君へ授与され

ました。 



して、「ディナーショー」でございますが、本日のシンガー

は、「シンガーX」ということで、だれが出てくるか！案内

状の写真の歌手が来ています。それまでのお楽しみでご

ざいます。 

 ところで、冒頭に「坂村真民」さんの詩を紹介いたしまし

たが、7月の第1例会で「相田みつを」さんの詩を紹介しま

した。皆様、覚えておられますか？ 
 

あなたは無駄に この世に生まれてきたのではない 

また人間として生まれてきたからには 

無駄にこの世を 過してはいけない 

あなたが この世に生まれてきたのは 

あなたでなければできない仕事が  

何か一つ この世にあるからなのだ 
 

 人生７０年、日数に数えて、２万５千５百５十日。 

 人生８０年、日数に数えて、２万９千２百日。 
 

 私たちはこの人生を、これまで一日一日、どのように生

きてきたのでしょうか？そして、これから、この一日一日を

どのように大切にして、生きていくのでしょうか？ 

 人間というものは、他人から助けられる立場にいる限り、

決して満足はしません。幸せにもなれません。老人で

あっても、子供であっても、病人であっても、他の人に何

かをしたとき、初めて人は満ち足りることが出来るので

す。 

 不幸のほとんどは、「……してくれない」というものの考

え方から生まれます。苦労しないで楽をして得ようとする

発想、自分だけ得をしようとする発想は、心の貧しさであ

り、そこにとどまっている限り、生きていることの本当の喜

びは、何時までたっても手に入れることは出来ません。 

 人間にとって最高の栄誉ある喜び、それは、自分が 

他の人の役に立つことが出来る、自分の存在が他の人

の喜びに繋がる、と言うことを知ることです。 

 この人間としての最高の栄誉である喜びを一度も味わう

ことなく死んでしまったら・・・これほど寂しいことはありま

せん。幸い、我々は、ロータリアンとして、人様のお役に

立つ機会に恵まれております。ロータリー活動を通じて、

人様のお役に立つ事ができれば、これほどの喜び、生き

ていることの喜びはありません。 
 

生きているということは 誰かに借りをつくること 

生きているということは その借りを返してゆくということ 

誰かに借りたら 誰かに返そう 

誰かにそうしてもらったように 誰かにそうしてあげよう 

人はひとりでは 歩いてゆけない 

誰も１人では 生きてゆけない 
 

 永 六輔 さんの詩です。・・・永 六輔 さんの詩は、こ

う続きます。 
 

生きて行くということは 誰かと手をつなぐこと 

つないだ手のぬくもりを 忘れないでいること 

めぐりあい 愛しあい やがて別れの日 

そのときに悔やまないように 今日を あしたを生きよう 

 

 私たちは、学校や地域や職業 そして、ロータリーを通

じて、めぐりあい親しくなり、或いは、愛しあい手をつない

３ 

職業奉仕月間 

だ事と思います。そのつないだ手のぬくもりを忘れないよ

うにしたいと思います。そして別れの日がきても悔やまな

いように今日をしっかり生きていきたいと思います。生き

て行くということは、「今日」という日を大切に生きていくこ

となのです。 

 「今日」という日を考えてください。今日という日は、自分

にとって「一番歳をとった日」であります。しかしながら、今

日よりもう若くなることはないのであります。明日は、一日

歳を取るのであります。ですから、今日という日は、自分

にとって「一番若い日」でもあるのです。神様から頂いた 

今日という一日を大切にしたいものです。 
 

頭のさがるのは 年齢でもなく 学問でもなく 肩書きでも

なく 

その人がしている 仕事である 

貧しい人のため 苦しんでいる人のため 希望を失った

人のため 

体を張って生きていた マザー・テレサのような人である 
 

 ロータリー活動を通じて、そのように生きていきたいもの

です。皆様にとりまして、今年も良いお年になりますよう

に、お祈りいたします。ありがとうございます。 

 

 

（橋本幹事） 

１．地区戦略委員会から、クラブの会員数に関するアン

ケート調査がありました。昨年末に会長が回答され、地

区に送付しました。 

２．1月のロータリーレートは、114円との報告がありまし

た。 

 

 

 

＊ロータリー財団委員会（酒井委員長） 

 成川（守）君、橋本君から特別寄付を頂きました。 

 

 

 

  

                     

 会員 

    児島 良宗 君 

  

  

 

 

 

 

 「日本の老人は、他の国の老人に比べて気品がありま

す。素敵な老人に出会わない日はないと言ってもいいく

らいです・・・」 英国外交官の妻として昭和３年から１４年

まで東京に滞在したキャサリン・サムソン婦人の滞日見聞

記『東京に暮らす』の一節です。 

 当時の平均寿命は５０年、それから９０年。体格も、服装

も良くなった平成の老人。今、外国人を驚かせるだけの

気品があるのでしょうか？ 

 幹事報告  

年 頭 所 感 

委員会報告 



 第一「気品」とはなんでしょうか。広辞苑では「どことなく

感じられる上品さ」とあります。では「上品」とはなんでしょ

う？大江健三郎氏は、ノーベル文学賞受賞記念講演で

「人間味あふれる」「まともな」「きちんとしている」と語られ

ています。おりしも、大相撲で暴力をふるった日馬富士、

著しく礼を欠いたと酷評された貴ノ花、「横綱の品格」が

話題になりました。 

 お説教によく招かれます。そこで「歳とったら始末は禁

物。美味しいもの食べんと艶無くなるで。皺はどうにもな

らんから年金貯めて綺麗な服買いな。ちょっと匂ったら加

齢臭や言って嫌われる。たまにはアカスリ・オイルマッ

サージしな。」と言わしてもらいます。人に言う以上、自分

は心がけているつもりです。 

 ある雑誌で麻生副総理の記事が目に止まりました。セ

レブは違います。帽子も服も靴も銀座とありました。以

降、国会中継時は各大臣のスーツを注視するようになり

ました。麻生さんは別格です。俺も銀座で服をつくろうと

思いました。皆さんと違い、残された時間がありません。

２ヵ月後、服が送られてきたので早速東京へ出向きまし

た。孫に「パッとせんな、洋服の○○と一緒や」と言われ

愕然としました。 

 産経新聞「夜明けのエッセー」より大阪の山口さん（８２）

の文章を紹介します。「結婚式の招待状が届いた。華や

かなお席へのお招きは絶えて久しい。ここ１０年来は親

族・知人・友人と不祝儀のオンパレード。思いがけずに舞

い込んだ慶事に明るく心が弾む。それにしても嘆かわし

いのは我が顔である。お祝の席には少々気おくれがす

る。鏡に映った老け顔にがっくり。もはや修復は不可能に

近いかと友人の化粧品インストラクターに相談すると、

あっさり引き受けてくれた。多少の元手は覚悟しよう。明

るい印象にと希望を述べると、彼女の特訓が始まった。

パック・マッサージと大変。決まって夜８時に電話がかか

る。「就寝時間ですよ」「甘いものは控えてますか」となか

なか手厳しい。お式まで１か月半、若返りへの挑戦はちと

面倒くさいが、成果の楽しみはある。傍らの夫がひと言

『誰も当日あんたのこと見てる人おれへんで』」  

 賀状に「おまけの人生、真只中」と書きました。平成最

後の老人、暫らく頑張ります。 

 年始早々の尾籠な話を詫び、ご参会の皆様一人ひとり

にとって素晴らしい一年でありますよう念じ、所感といたし

ます。 

 

 

 

 

橋爪（正）君：年当初より寒い毎日”健康“であることをつく

づく感じた正月です。 

橋爪（誠）君：５キロ減量＆新しい一歩を！！（挑戦） 

橋本君：健康で充実した一年に！！ 

石垣（洋）君：家族全員元気で新年を迎える事が出来ま

した。本年もよろしくお願いします。 

石垣（泰）君：今年はブドウを植えて５年目になり、３月に

は初めてのワインが世に出ます。ドキドキわくわくの１

年です。 

岩橋君：新年早々近くの御霊神社に初詣に行ってきまし

た。皆様にご迷惑をかけないよう、来年も行けますよう

頑張らなくてはと思っています。 

井上君：今年も体調に気をつけます。 

川口君：今年は有田ＲＣ会員の皆様と深い人間関係を築

きたいと思います。そして自己表現も自由に楽しくして

いきます。 

木本君：早くみなさんの仲間になれるよう頑張りたいと思

います。 

児島君：隠居自重 ボツボツ 

児嶋君：初心に返ってがんばりたいと思います。すべて

の方に感謝を忘れずに！ 

松村君：心機一転 

丸山君：今年は５０代最後の年なのであがき苦しみます。 

宮井君：皆様あけましておめでとうございます。今年も健

康に留意し皆様方の足手まといにならぬよう頑張りま

す。 

成川(雅)君：今年一年ロータリーライフを楽しみます。 

成川(守)君：あと半年がんばります。 

中村君：明けましておめでとうございます。平昌オリンピッ

ク、サッカーワールドカップ、日本代表の活躍が楽しみ

です。皆で応援しましょう。 

中元君：今年こそダイエットに成功するぞ！！ 

成戸君：自分らしく人間らしく女らしく生きる。 

嶋田（崇）君：健（犬）康第一。 

嶋田（ひ）君：今年は静かに穏やかな一年にと思っていま

す。少し勉強もしたいと思っています。 

酒井君：毎年毎年宣言しているのですが、今年こそダイ

エットしたいと思っております。 

菅原君：仕事、家庭、ロータリー、そして趣味にて一年が

んばろう。 

田端君：健康に留意し今年も精一杯頑張ります。 

上野山（英）君：７６才になって初めての正月です。まあ、

ぼちぼちいきます。 

上野山(捷）君：今年も心身共に健康でありたいです。 

上野山（栄）君：「楽」仕事に家庭にロータリーに楽しさを

もって！ 

脇村君：健康ファースト！！ 

職業奉仕月間 

４ 

閉会・点鐘 （成川(守)会長） 

年 女 所 感 

成川恵美様      石垣亜里子様     上野山りか様 
   （成川守彦夫人）       （石垣泰伸夫人）      （上野山栄作夫人） 

会員のご夫人に年女所感をいただきました。 

ありがとうございました。 

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

会員年頭所感 



職業奉仕月間 

５ 

～有田ロータリークラブ新年例会懇親会・ディナーショーの様子～ 

Ladies and gentlemen,  
Welcome to the new year celebration meeting. 

This program is presented by President Narukawa and Rotary Fellowship Committee． 
The singer X Special Dinner Show.  
Get ready now. 
So, let’s get start special show time.  
Enjoy yourself ! 


