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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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昭和34年6月15日
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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１７日

令和２年１２月２４日 第２９６１回
・前期活動報告（SAA・理事のみ）

第２９６０回

・外部卓話：中谷竜也氏、石井理恵氏 「認知症と共に
生きるまちづくり実行委員会の活動と目指すもの」

・ソング：「四つのテスト」

・ソング：「それでこそロータリー」

うこそ有田RCへ。立命館大学大学院合格おめでとうご
ざいます。
川口君：本日の年次総会宜しくお願い致します。
丸山君：コロナ対策頑張ります。身近に迫ってきています
ので怖いです。
児嶋君：年次総会宜しくお願いします。
福原君：任君、立命館大学入学おめでとうございます。こ
れからも頑張ってください。
嶋田君：任君、大学院合格おめでとうございます。
辻君：年次総会よろしくお願いします。
上野山（栄）君：早いもので橋爪会長も半年が過ぎました
ね。コロナに負けず下期の頑張ってまいりましょう。年次
総会よろしくお願いします。

前回の報告（第２９５９回例会）
開催日
開 催 日 令和２年１２月１０日(木）

点

鐘

〔橋爪（誠）君〕

ゲストの紹介

〔川口親睦活動委員長〕
ゲスト：任 泰然君（米山奨学生）

米山奨学金授与
橋爪（誠）会長より
任泰然君に
12月の米山奨学金が
授与されました。

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２５名
（出席規定免除会員８名）

ニコニコ箱の報告

〔上野山（栄）SAA〕
橋爪（誠）君：2年連続の指名委員長ご苦労様です。感謝
しています。年次総会の時期となりました。会員の皆様
よろしくお願いいたします。
井上君：仕事の都合により、本年例会場への出席は今日
が最後となります。皆様よいお年を！！
成川（守）君：任君、博士課程の合格おめでとうございま
す。
上野山（捷）君：年次総会よろしくお願いいたします。
脇村君：本日の年次総会よろしくお願いします。
松村君：年次総会よろしくお願いします。昨日、ゴルフに
行きましたところ、一緒にラウンドしたした人がホールイ
ンワンを達成しました。
中元君：本日の年次総会よろしくお願いします。任君、よ

会長の時間
〔橋爪（誠）会長〕
「サンタクロースはいるのですか？」
ニューヨーク・サン新聞 1897年9月21日 社説欄より
【質問】
こんにちは、新聞のおじさん。わた
しは八歳の女の子です。
実は、友達がサンタクロースはいな
いというのです。
パパは、わからないことがあったら、
サン新聞にというので、本当のことを
教えてください。
サンタクロースはいるのですか？
ヴァージニア・オハンロンー
１

疾病予防と治療月間
【お返事の要約】
ヴァージニア、それは友だちの方が間違っているよ。
きっと、何でも疑いたがる年頃で、見たことがないと、信じ
られないんだね。自分のわかることだけが、全部だと思っ
てるんだろう。でもね、ヴァージニア、大人でも子どもで
も、何もかもわかるわけじゃない。この広い宇宙では、人
間って小さな小さなものなんだ。僕たちには、この世界の
ほんの少しのことしかわからないし、本当のことを全部わ
かろうとするには、まだまだなんだ。
愛とか思いやりとか労わりとかがちゃんとあるように、サ
ンタクロースもちゃんといる。そういうものが労わり溢れて
いるおかげで、人の毎日は、癒されたり潤ったりする。も
しサンタクロースがいなかったら、ものすごく寂しい世の
中になってしまう。ヴァージニアみたいな子がこの世にい
なくなるくらい、ものすごく寂しいことなんだ。世界をいつ
も温かくしてくれる子どもたちの輝きも、消えてなくなって
しまうだろう。
本当の本当っていうのは、子どもにも大人にも、誰の目
にも見えないものなんだよ。妖精が原っぱで遊んでいる
ところ、誰か見た人っているかな？ うん、いないよね、で
もそれで、ないって決まるわけじゃない。世界で誰も見た
ことがない、見ることができない不思議なことって、誰にも
はっきりとはつかめないんだ。
サンタクロースはいない？いいや、今このときも、これか
らもずっといる。ヴァージニア、何千年、いやあと十万年
たっても、サンタクロースはいつまでも、子どもたちの心
を、わくわくさせてくれると思うよ。

員への出向の件 承認
⑥収支中間報告（2020年7月1日～11月30日）の件 承
認
⑦ローテーションデー（職業奉仕）承認
⑧その他
1.和歌山南RC提出の制定案に賛成とし規定審議会に
提出する
2.コロナ禍中は例会内でのソングは発声しない
4.地区より、会員増強詳細報告が届いています
5.例会変更は後方に掲示しています

ロータリー友誌

〔福原R広報委員〕

【横組】
7P-9P 世界のクラブが紹介されていますが、イギリス・イ
ンド・ドイツ・アメリカ・ブラジル各国でオンライン例会が
行われています。人と接する活動は今のところ控えて
おり、奉仕活動は寄付が中心になっています。
ドイツではロータリー例会でコロナ感染者が出てお
り、ロータリークラスターと呼ばれ大々的に報道されて
います。当クラブ（有田ロータリークラブ）からも感染者
を出すわけにはいきません。皆さん感染予防に注意し
て例会出席お願いします。
22P-31P 2021年国際大会が開催される台湾、躍動する
台北として紹介されています。参加のほうもよろしくお
願いします。
【縦組】
27P ロータリーアットワーク
第2640地区和歌山東南ロータリークラブ
少年野球への支援が35年続いている記事が紹介さ
れています。

私が勝手に想像するには、お返事の文章で使っている
「見えないもとのしか信じれない」という言葉を生み出し説
明するために、たくさんの時間をかけ、子供の気持ちを
大切に熟考されたのではないしょうか。人を想う一生懸命
な仕事は素敵だと思います。また仕事の姿勢は、高潔性
の極みだと思います。
答えた新聞記者の子供への労りと想いが伝わるとても
心温まるお話です。
昨今はインターネットで何でも調べらたら答えが探せま
す。サンタクロースがいる、いないだけの表面的な答えだ
けでなく、人として、心ある人間味ある優しさあるコミュニ
ケーション、考え方を兼ね備えたいと思いませんか？
我々ロータリアンも、世界のサンタクロースになれるよう
に、お互いに精進していきましょう。一足早いですが世界
の子供と皆様へ「メリークリスマス！」

全般的にコロナ関連の記事が目立っているように思いま
す。感染に気を付けてください。

年 次 総 会
上期決算報告・監査報告
2020-21年度上期決算について
井上幹事兼会計より報告があり
ました。
上期決算報告について原案通り
全員一致で可決されました。

幹事報告
〔井上幹事〕
1.地区より、今年度の地区大会は2021年3月28日（日）の
1日のみとなりました
2.今年度の国際大会登録料の早期割引期間が2021年2
月15日まで延長されました
3.定例理事会
①11月試算表 承認
②12.1月例会プログラム 承認
③新年例会について 承認
④2020年決議審議会 決定報告書の件 承認
⑤2021～2022年度 地区、ロータリーの友地区代表委

宮井君、岩橋君の会計監査2名
により12月10日に監査が行われ
ました。
決算内容、各帳簿類等適切で
あると認められた旨、岩橋会計
監査より報告がありました。

２

疾病予防と治療月間

指名委員会

会青少年委員会を北畑貴行君には国際奉仕委員会を
担当していただきます。
コロナの感染拡大によりいろいろと活動自粛や行動が
制限されており例会のかたちや親睦活動が変わってくる
中やはり例会の開催と出席がとても重要になってくると
思っております。これを実現するためのパワフルな方々
に役員・理事になっていただくことが出来ました。
橋本年度、橋爪年度でZoom会議やYou Tube例会も開
催されました。現場出席とオンライン出席を選べるという
環境は理想的だと思いました。通常の例会が実際に行
われていればEクラブでのオンラインだけの例会とは根本
的に違うことも実感できました。Withコロナ時代において
はZoomやSNSにすべての会員がアクセスできることが理
想です。そして可能な限り理想に近づけるべきだと思っ
ております。奉仕活動も制限されることが多くなります。こ
こでいよいよSNSを活用することが必然になってきたよう
に感じております。
来年度はクラブ奉仕でも奉仕事業においてもリモート
やソーシャルネットワークをよりいっそう活用できるように
したいと 思ってお ります。どうぞ よろ しくお 願い致 しま

上野山（栄）委員長から指名委
員会で指名された次々年度の
会長、次年度の役員・理事が報
告され、全員異議なく承認され
ました。

<2022-2023年度会長>

井上 修平 君

<2021-2022年度 役員・理事>
会
長
直 前 会 長
副
会
長
幹事・会計
S
A
A
理
事
理
事
理
事
理
事

松村
秀一君
橋爪
誠治君
中元 耕一郎君
川口 健太郎君
脇村
重徳君
上野山 栄作君
嶋 田
恵 君
福原
陽司君
北畑
貴行君

す。

<第1回次年度理事会の報告>
松村 秀一
開催日：2020年12月10日
場所：商工会議所6階 小会議室

<次年度副会長挨拶>
次年度会長
2021-2022年度
有田ロータリークラブ
副会長

次年度各部門担当理事（承認）
クラブ奉仕委員長
職 業 奉 仕 委 員 長
社会青少年奉仕委員長
国 際 奉 仕 委 員 長

中元 耕一郞 君

上野山 栄作君
嶋 田
恵 君
福原
陽司君
北畑
貴行君

次年度の副会長を仰せつかることになった中元耕一
郞です。微力ながら松村年度を全力でお支えしたいと思
いま す。次 年度の 理事 は若 い方 々が多いの で、その
方々のサポートをお願いしたいと、松村次期会長よりお
聞きしています。よって、次年度はその方面での活動に
も力を注いで行きたいと考えています。会員の皆様、松
村年度にどうかご協力のほど宜しくお願い致します。

<次年度会長挨拶>
2021-2022年度
有田ロータリークラブ
会長

<次年度幹事挨拶>

松村 秀一 君
この度は次年度役員・理事をご承認いただきましてあり
がとうございます。上野山栄作委員長はじめ指名委員会
の皆様お疲れ様でした。
井上修平さんには次年度会長エレクトを二つ返事で引
き受けてくださいました。中元耕一郎さんには副会長を
直前会長には橋爪誠治さん経験豊富な脇村重徳さんに
はSAAを若くて元気な川口健太郎さんには幹事と会計を
快く引き受けてくださり有難うございました。
選出されました理事の方々には委員会の委員長をお
願いしました。上野山栄作さんにはクラブ奉仕委員会を
嶋田恵さんには職業奉仕委員会、福原陽司さんには社
３

2021-2022年度
有田ロータリークラブ
幹事

川口 健太郎 君
次年度幹事を拝命致しました川口健太郎です。次年度
松村会長をお支え出来るよう頑張って参ります。
何分わからなことばかりですが、皆さまのご協力よろしく
お願い致します。

閉会・点鐘

〔橋爪（誠）会長〕

