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１．真実かどうか

四つのテスト

２．みんなに公平か

言行はこれに照らしてから

３．好意と友情を深めるか
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有田ロータリークラブ
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４．みんなのためになるかどうか

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」

次回のお知らせ

本日のプログラム
令和２年１２月１０日
・年次総会

令和２年１２月１７日 第２９６０回
・外部卓話：中谷竜也様、石井理恵様（認知症と共
に生きるまちづくり実行委員会）「未定」
・ソング：「四つのテスト」

第２９５９回

・ソング：「それでこそロータリー」

川口君：本日のクラブフォーラム宜しくお願い致します。米
山奨学生、任泰然君が立命館大学博士課程に合格し
ました。おめでとうございます。4月から京都です。
石垣（泰）君：本日はWEB上ではなく、現地参加させてい
ただきます。
北畑君：本日、クラブフォーラムよろしくお願いします。
上野山（栄）君：本日、クラブフォーラムよろしくお願いしま
す。

前回の報告（第２９５８回例会）
開催日
開 催 日 令和２年１２月３日(木）

点

鐘

〔橋爪（誠）君〕

今月の誕生・結婚祝
〔川口親睦活動委員長〕
会員誕生：中村君、岩橋君、宮井君、
石垣（洋）君、井上君

出 席 報 告

〔上野山（捷）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２７名
（出席規定免除会員８名）

会長の時間
〔橋爪（誠）会長〕
「ロータリー研究会」

12月お誕生日
（左から）岩橋君、中村君、井上君
おめでとうございます‼

先月11月24日、25日にロータリー研
究会と付随行事がオンラインで開催さ
れました。有田ロータリークラブから
は、成川守彦会員にPDGとしてロータ
リー研究会に参加して頂いています。
私は25日の「ホルガー・クナークRI会
長と語ろう」会話形式の会議に、本年
度はZOOMを活用し、オンラインで自宅にいながら参加す
ることができました。コロナ禍ならではの試みだと思います
し、とても貴重な体験ができました。

ニコニコ箱の報告

〔上野山（栄）SAA〕
橋爪（誠）君：栄作委員長、第1回クラブフォーラム開催あ
りがとうございます。よろしくお願いいたします。
井上君：本日のフォーラムよろしくお願いします。
上野山（捷）君：クラブフォーラムよろしくお願い致します。
脇村君：本日のクラブフォーラムよろしくお願いします。
中村君：本日会議で早退いたします。クラブフォーラム宜
しくお願いします。
岩本君：中元先生、先日は大変お世話になりました。
中元君：本日のクラブフォーラムよろしくお願いします。

クナーク会長のメッセージを要約してご紹介させて頂きま
す。
〇急速な変化に対応できるように、クラブ内の価値観を大
１

疾病予防と治療月間
事にしてほしい。
〇ドイツと日本のロータリーの共通点は、高潔性を重視し
たクラブ運営をめざし、会員はロータリーに誇りを持っ
ていることです。
〇クラブが直面している問題は、高年齢化です。ロー
ターアクトの若い力と共に、その問題に立ち向かい「今
を生きよう」
〇新しいリーダーと共に、変化を組み込みスピード感ある
世界に、希望の光を求めよう。
それを実現するには、クラブの価値観を大事に、変化
の建築家としてビジョンを策定し、それに伴った行動計画
を立ててみませんかという呼びかけでした。

幹事報告
〔井上幹事〕
1.今月のロータリーレートは105円です
2.県より、新型コロナウイルス感染症に
関する「県民」の皆様へのお願い
3.地区より、「細則に基づくクラブ投票の
お願い」
4.地区より、RI日本事務局は12月1日～
28日まで在宅勤務となります
5.第6回定例理事会開催
6.例会変更は後方に掲示しています

クナーク会長のメッセージの実践は相当難しいと思わ
れますが、一つ意識してできるのは会員間の意思疎通だ
と思います。価値観の共有は今後クラブにはさらに大事
になってくると思います。その役割を担ってもらう戦略計
画委員会を中心に本日クラブフォーラムを実施頂き嬉し
く思います。本日よろしくお願いいたします。

「有田ロータリークラブ ビジョン声明」について

クラブフォーラム

戦略計画委員会
委員長 上野山栄作 君

成川守彦会員のPDGとして使われた資料をメールで頂
けましたので会員皆様と共有させていただきます。今日
ご紹介させて頂いたロータリー研究会に過去にパネリス
ト、そしてモデレーターとしてご活躍頂いています。

本委員会は戦略計画作成のための第1回のクラフォー
ラムを行い、「ビジョン声明」について会員の意見を伺い、
立案に向けて取り組む第一歩とした。
前半の15分は本年度の戦略計画委員会の年間計画の
概要と2025有田RC VISIONのおさらい、本日の課題であ
る有田RCビジョン声明（案）を発表し、後半はグループに
分かれて、その声明文についての意見交換を行った。

What It Means To Be a Rotarian
RI District 2640 PDG Morihiko Narukawa
The 21st century is said to be the age of the heart. But
is the human heart pure?
We must pull up the weeds and constantly cultivate our
hearts so the flowers of our hearts can bloom.
Insofar as I became a Rotary member, I want all Rotarians to realize how wonderful Rotary is. But one cannot
come to this understanding by doing nothing. It requires
effort. I want everyone to make the effort to understand
Rotary.
ロータリアンになることの意味
21世紀は、心の時代と言われています。しかし、人間の
心は純粋ですか?
私たちは雑草を引き上げ、常に心の花が咲くことができ
るように心を育てなければなりません。
ロータリー会員になる限り、すべてのロータリアンにロータ
リーの素晴らしさを知ってもらいたいです。しかし、何もし
ないでこの理解に至ることはできません。それは努力を
必要とします。皆さんにロータリーの理解を深める努力を
してほしい。

まず、RIの戦略計画立案プロセスの概要として、現状分
析、ビジョンの作成、計画の作成、進捗の確認の4つのプ
ロセスを説明。当クラブでは創立60周年に2025年に向け
たビジョンが既に作成済であり、委員会ではそのビジョン
の項目に基づきビジョン声明を作成し、戦略的優先事項
を定め、年次目標を立案するという大きな3つのタスクで
年間計画を行うものとします。今後は毎年度の常設委員
会となるので、進捗の確認や見直しについては今後の委
員会が担って頂きたいと考えています。今年度、この3つ
のタスクの委員会提案の度にクラブフォーラムを行い、会
員の意見を反映した上で、委員会が決定し立案したいと
考えます。

学びと行動を大切に、ロータリーを楽しめるクラブであり
たいと願っています。

２

疾病予防と治療月間
その後、松村委員、川口委員、北畑委員のリーダーの
元、フォーラムが行われた。

閉会・点鐘

●2025有田RC VISIONを再確認

〔橋爪（誠）会長〕

～過ぎし時に敬意を表わして～

ポールハリス語録
クリスマスは実践の日です。自分が学ん
だ最上の教訓、自分が知っている最上の
こと、自分が知りうる最上のことを実行
に移します。贈ることが利益を得ること
に代わります。
ロータリーの未来の発展が過去と同じく
らい目覚ましいものなら、ロータリーが
その最も高邁な理想に忠実であるなら、
毎日がやがてクリスマスとなりましょ
う。
（ロータリアン誌、1915年12月号）

●ビジョンより戦略計画委員会からビジョン声明案を
提案。

３

Christmas is a practice day. Men put
into practice the best precepts that they
have learned, the best that they know,
the best that it is possible for them ever
to know. Giving takes the place of gaining. If the future growth of Rotary is as
remarkable as its past and if Rotary remains true to its highest ideals, every
day will be Christmas by and by. (The
Rotarian, December 1915)

