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 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 

2020-2021年度クラブ方針 

自制心と結束力を繋ぐ理解のハーモニー 
「学ぶLearning・感じFeeling・動くMoving」 

（上野山（栄）SAA） 

橋爪（誠）君：SAA、各委員長様、本日の委員会活動計画

発表宜しくお願いいたします。2分区丸山ガバナー補佐

をお招きし、例会終了後にオンライン会議でのクラブ協

議会も開催します。長丁場ですが、宜しくお願いいたし

ます。 

井上君：有田2000、有田南と、他クラブの例会に初めて出

席させていただきました。 

石垣（洋）君：各委員長さん活動計画の発表よろしくお願

いします。橋爪会長、先日は色々お世話になり有難うご

ざいました。 

上野山（捷）君：本日は活動計画の発表ご苦労さまです。 

児島君：活動計画の発表よろしくお願いします。 

脇村君：本日は活動計画の発表、よろしくお願いします。 

岩本君：今日は夏祭りのため、早退させて頂きます。 

松村君：最近、雨の降り方が変わりました。例会も少し変わ

り、昼ごはんを食べる会から・・・。 

中元君：本日、情報・研修委員会の活動計画を発表させ

ていただきます。よろしくお願いします。 

川口君：各委員長の皆様、活動計画発表宜しくお願い致

します。任君が久しぶりに参加してくれました。 

石垣（泰）君：新年度の本格的なスタートです。宜しくお願

いします。 

木本君：本日の活動計画の発表、宜しくお願いします。 

丸山君：本日、各委員会の発表よろしくお願いします。今

の時期、マスクは苦痛です。 

児嶋君：会員組織委員会をよろしくお願いします。 

菅原君：久しぶりの例会出席です。皆様、お元気そうでな

りよりです。 

福原君：本年もよろしくお願いします。 

北畑君：本日、活動計画発表よろしくお願いします。 

上野山（栄）君：九州地方の皆様へ、お見舞い申し上げま

す。各委員長様、よろしくお願いします。 

開 催 日 

THE ROTARY CLUB OF ARIDA 

 

前回の報告（第２９４５回例会） 

令和２年７月９日(木）  

（橋爪（誠）君） 

 

（川口親睦活動委員長） 

ゲスト：任泰然君（米山奨学生） 

 

 

（川口親睦活動委員長） 

会員誕生：上野山（栄）君、福原君 

配偶者誕生：なし 

結婚記念：なし 

 

 

お誕生日 

  おめでとう 

     ございます!! 

 

 

 

 

 

 

  令和２年７月１６日 第２９４６回 

・活動計画発表 

・決算・予算の審議   ・皆出席表彰 

・ソング：「四つのテスト」 

  令和２年７月３０日 第２９４７回 

・会員卓話：中元 耕一郎君 

 「四つのテスト」 

・ソング：「我等の生業」 

１ 

点  鐘 

開催日 

２９４５ Nｏ． 

島 海碩 書 

今月の誕生・結婚祝 

ニコニコ箱の報告 

米山奨学金授与 

会 長 

幹 事 
R広報委員長  

橋爪 誠治 

井上 修平 

菅原 佳典 

ゲストの紹介 

 

橋爪（誠）会長より 

7月の米山奨学金が 

任泰然君に 

授与されました。 

左：上野山（栄）君  

右：福原君 



２ 

 

（木本例会運営委員） 

本日の会員数２９名 

（出席規定免除会員９名） 

出席会員数２６名 

（出席規定免除会員８名） 

 

 

（橋爪（誠）会長） 

「グッド コミュニケーション」 
 まず冒頭に今週梅雨前線によ

る大雨で、熊本県の球磨川流

域、そして九州地方、全国各地

で被害に合われた方々にお見舞

い申し上げます。そしてお亡くな

りになった方々には、お悔やみ

申し上げたいと思います。2640

地区より義援金等の要請があれ

ば、臨時理事会を開催し、直ちに賛同の意志を表したい

と思っていますので、その節は会員皆様もご理解・ご協

力宜しくお願いいたします。 

 有田川も氾濫した過去がございます。防災の意識は会

員個々に高めて欲しいと願います。同時に地球温暖化

の警鐘と捉え、個人の地球環境保全の意識も高めたいと

思います。 

 では気を取り直して、会長の時間でございますが、「会

長の時間」で皆様にお話するネタを持っておいた方が良

いよと、歴代会長からアドバイスを頂戴しておりました。当

クラブで会長になるという意識が高まったのは、やはり幹

事の職に付かせて頂いたときからです。その時からずっ

と何を会員の皆様にお伝えすることが良いのか今もなお

悩んでおりますが、ある時からこれはお伝えしたいという

お話があります。 

 皆様と共有したいお話をさせて下さい。 

 私の会社は保険代理店です。ご存知の通りモノを作っ

たり、モノを売ったり、ホテル・旅館のような極上のサービ

スを提供するわけでもありません。簡潔に申しますと、補

償を説明して契約を締結する仕事であります。従業員に

対し本来するべき業務だけではなく、お客様にとって弊

社としての付加価値サービスのご提供をどこまで細やか

にするべきかという教育が難しくなります。目標設定は

個々の従業員によって変わりかねません。高すぎる目標

設定にすると、可否がでる、目標設定のハードルを低く

すれば従業員のモチベーションと付加価値の質が下がり

ます。どうすれば良いのか悩んでいました。そんな時に

出会ったのが営業中のラジオから聞こえてきた道徳本の

話です。耳を奪われ、聞き終わったあとは、心が和みまし

た。それをきっかけに、社内皆で毎週朝礼にて、道徳に

ついて話し合う時間を作るようにしました。 

 そのお話は、電車内で有りそうな風景のお話でした。 

 “席は全て埋まり、車内は人が閑散としているなか、駅

から一人の年齢不詳の淑女が乗ってきました。席に座っ

ていた大学生風の男の子が、「どうぞ」と女性に席を譲ろ

うとしました、女性は瞬く間に怪訝そうな顔になり「結構で

す」と強い口調で答えました。すると譲った男の子がニコ

ヤカに「Lady Firstです。」と答えると、女性の顔の表情

が笑顔に変わり、「ありがとうございます。」と言うと、彼の

譲った席に座りました。するとその二人のやり取りを聞い

ていた乗客の顔も笑顔に変わりました。“というお話で

す。 

 今の例は、男性からの言葉のかけ方としては、失礼の

ない言葉のかけ方ですが、女性からの言葉のかけ方は

どうすればいいでしょうか？ 

「もうすぐ電車をおりますので、良ければどうぞ」でしょう

か？ 

 我々仕事でも、ロータリー活動でも、サービスを人に発

信していくほうですが、心構えと、心のゆとりが必要だと

思います。サービスを発信していく側として、サービスを

受けられる側の立場に立って考えるという事の大切さを、

改めて考えさせられました。 

 皆様も個々に奉仕の理念に触れ合いましょう。 

 

 

 

（井上幹事） 

1、2640地区より 

・親睦バーベキューの案内が届

いています。川口カウンセラー

にメールでお知らせしていま

す。  

・My ROTAYにシステム障害が

発生しています。登録済会員

にはメールでお知らせしていま

す。 

・当クラブのホームページにロータリー文庫のリンク要請

がありました。 

・地区基本賦課金10,000円/半期 

 地区大会賦課金は後日お知らせ 

 RI人頭分担金＄34.5/半期 

2、各クラブより例会の変更報告が届いています。 

3、粉河ロータリークラブより昨年度の週報が届いていま

す。 

4、有田3クラブ合同ゴルフ大会の予定（9月21日東急に

て） 

5、有田南ロータリークラブへ会長幹事で初例会に出席し

ました。 

 

 

（菅原R広報委員長） 

【横組】 

P7 ホルガー・クナークRI会長

のメッセージにはロータリー

の新しい行動計画である適応

力を鍛えるというところか

ら、適応だけでなく新しい問

題に対処しロータリーが世界

から切実に必要とさせるよう

変わらなければならない、そ

してそれが今後のロータリーの課題であると述べ

られています。 

P8～ 本年度RI会長のホルガー・クナーク氏のプロ

 幹事報告  

会長の時間  

ロータリー友誌  

出 席 報 告              



フィール。人柄、日常、などが紹介されていま

す。 

P32 「ガバナーの横顔」で本年度私たち2640地区の

ガバナー藤井秀香さんが紹介されています。 

P45~ 本年度は日本のロータリーが誕生し100年目

となる節目の年度です。「写真でつづる日本の

ロータリー100年」として「阪神･淡路大震災」の

救援活動の写真が掲載されています。 

P48~「医療現場 最前線」-医療従事者を守る- と題

して「ロータリー・フェイスシールド寄贈事業」

について掲載されています。 

P54~55 大人の着こなし図鑑は「ワイシャツ」につ

いて 

P57~「ポール･ハリスとロータリー」が友誌に珍し

くコミックでポール･ハリスについて描かれてい

ます。 

【縦組】 

P4~ かの“ジャパネットたかた”の元社長 高田 明

氏が「夢持ち続け 日々精進」と題し、人生で最

も大事なことはプロセスであり人生の過程をどれ

だけ一生懸命生きたかによってその人が十全に生

きたということではないか、プロセスを大切にし

て今を一生懸命生きていけば必ず成長する自分が

あり企業があると語られています。 

P13 「卓話の泉」に最近私もものすごく気になる

テーマ「メタボリックシンドローム」について大

阪RC会員の卓話の要約が掲載されています。 

P17～ 友愛の広場に「Serviceは行動の心構え」の

寄稿があります。いわゆるロータリーでの「奉

仕」の解釈について、私のようにまだ知識の浅い

ロータリーの会員にとって「Service=奉仕」とい

う言葉の解釈について考えるきっかけになりま

す。 

P21 2640地区和歌山南RCのミャンマーへの保育園

寄付について掲載されています。 

P23 同じく2640地区和歌山RCのモミの木の植樹に

ついて掲載されています。 

P24 ROTARY AT WORKにYoutubeを利用した会員

増強案が掲載されています。 

 

 

 

※SAA（上野山(栄)君） 

例会について 

・会議所の6階の持続化給付金のコーナーが7月を

もって終わりますので、8月から通常の会場にな

ります。 

・次週の例会より、例会場で食事を行います。通常

プログラムに戻ります。YouTube配信は続けます

ので、自宅への食事の配達も続けます。 

※社会・青少年委員会（石垣（泰）委員長） 

 ダメ。ゼッタイ。国連支援募金のお願いについ

て。 
 
 
 

 

  上野山（栄）SAA    クラブ奉仕委員会 

                (代理 中元君） 

  児嶋会員組織委員長  中元情報・研修委員長 

  脇村例会運営委員長   川口親睦活動委員長 

  菅原R広報委員長     木本R財団委員長 

３ 

 

閉会・点鐘 （橋爪（誠）会長） 

委員会報告 

活動報告の発表 

本日発表されました各委員会の活動計画の内容に

つきましては、後日配布します「クラブ概況」を

ご覧ください。 


