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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３年７月１５日 第２９７８回
・活動計画発表

令和３年７月８日 第２９７７回
・初例会：新旧引継ぎ・委嘱状授与
松村秀一会長 クラブ運営方針
・ソング：「君が代」「奉仕の理想」

・ソング：「それでこそロータリー」
松村君：橋爪会長、焼菓子ありがとうございます。1年間お
疲れさまでした。
中元君：橋爪誠治会長、井上修平幹事、一年間本当にお
つかれ様でした。有難うございました。
川口君：本日の最終例会、橋爪会長をはじめ、役員の皆
様お疲れ様でした。次年度初例会は、7月8日となって
います。宜しくお願い致します。
石垣（泰）君：橋爪会長殿、最終例会おめでとうございま
す。
木本君：橋爪会長をはじめ、役員、理事、各委員長の皆
様、コロナ禍の中、一年間本当に有難うございました。
本日は都合により、例会場に出席できず申し訳ないで
す。すみません。
丸山君：橋爪会長、井上幹事、コロナ禍の厳しい環境の
中、非常に色々運営上考えていただき、頭が下がる思
いです。ありがとうございました。
児嶋（正）君：会長、役員の皆様、1年間ご苦労様でした。
久しぶりの出席で皆様の元気なお顔を拝見できて、喜
んでいます。
菅原君：橋爪会長、井上幹事、1年間御苦労様でした。
嶋田君：橋爪会長、井上幹事、1年間お疲れ様でした。
辻君：2020-21年度最終例会、橋爪会長はじめ、役員の
方々、ご苦労様でした。
脇村君：この1年、皆様にお世話になり、ありがとうございま
した。

前回の報告（第２９７６回例会）
開催日
開 催 日 令和３年６月24日(木）

点

鐘

〔橋爪（誠）君〕

ニコニコ箱の報告

〔脇村例会運営委員長〕
橋爪（誠）君：ごく一般的な表現ですが、あっという間の一
年でした。会員皆様の寛容な心で、私の年度も無事
ゴールが見えました。本当にありがとうございました。
井上君：みなさん、今年1年お世話になりました。
成川（守）君：会長、幹事、SAA、役員、理事の皆さま、コロ
ナ禍のなか、会の運営にご苦労さまでした。
石垣（洋）君：橋爪会長、井上幹事様はじめ、理事、役員
の皆様、コロナ禍でクラブ運営が大変な一年でしたが、
ご苦労様でした。また、会長様おみやげありがとうござ
いました。
岩橋君：橋爪会長、井上幹事、大変な年度でしたが、本
当にご苦労さんでした。
上野山（捷）君：皆様、一年間お世話になり、有難うござい
ました。
橋爪（正）君：橋爪会長、井上幹事、コロナ禍の中のクラブ
運営、一年間御苦労さまでした。また、役員の皆様も大
変御苦労さまでした。
児島君：長い間お世話になりました。
中村君：橋爪会長、井上幹事、1年間お疲れ様でした。コ
ロナで残念な1年でしたね。また数年後よろしくお願い
致します。
宮井君：お久しぶりです。皆様お元気そうで何よりです。
コロナ対策大変でしたね。本日、最終例会を迎え、橋
爪会長、井上幹事さん、理事、役員の皆様一年間ご苦
労さんでした。
岩本君：会長、幹事様、コロナ禍中1年間御苦労様でし
た。

出 席 報 告
本日の会員数２８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９名）
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ロータリー親睦活動月間

会長の時間
「仕事納め？」

〔橋爪（誠）会長〕

一年を振り返って

久しぶりの対面での例会で、嬉しく、緊張しており
ます。
会員の皆様のワクチン接種も順調に進んでいる模様で
す。次年度のクラブ運営に、ワクチンの接種状況を考慮
いただき、新たなクラブ運営に期待したいと思っていま
す。

2020-2021年度
有田ロータリークラブ
幹事 井上 修平

退会する児島良宗さんから会員の皆様にお手紙を預
かっております。ご紹介させていただきます。

「一年を振り返って」
会長はじめ皆さんのご助力のお陰で無事に大役を務
めあげる事ができ厚くお礼申し上げます。幹事の役を経
験させていただいた事重ねてお礼申し上げます。
橘家さんに於いて初例会の日は緊張し終了後にはホッ
としたのか大量の汗が噴き出るのを感じたのが昨日の事
のようですが、最後の幹事報告も無事終了し幹事の役目
もそろそろ終点が見えてきました。
結果はどうであれ今年は試行錯誤の1年だったと思い
ます。
仮に、単に例会の開催、中止、奉仕活動の再開、中止
ならそれはコロナ禍と言う名の向かい風を真向から受け
た会運営であり、その風が過ぎ去るのをじっと我慢するだ
けに過ぎません。しかし今年はこの風を受けながらもクラ
ブ運営は通年とは違ったやり方を模索し実行してきまし
た。
と言っても実際考えて行動に移したのは橋爪誠治会長
です。彼はこの風に真向から立ち向かうのではなく、巧み
にコントロールし最終例会と言う港に無事に有田RCと言
う船を帰港させました。
一番近くに立つ私は右往左往するばかりでどちらかと
言えば足手まといになっていたのかもしれません。
さて、今年は日本のロータリーが誕生し100年です。100
年間存続しています。100年前の日本は第一次世界大
戦後の世界恐慌による株価大暴落で大不況に陥り、この
後関東大震災が発生しました。
この100年の間で多くの自然災害や戦争を初めとする
多くの人工的災害が起こりました。
当時のクラブ発足人達はこの災害を予想できたでしょう
か？
そして、現 在 の 文 明 社 会 を創 造 で き た で しょ うか？
日本での車産業はまだまだで産声を上げた程度です。
現在は内燃機関の車はなくなりつつあり、大排気量のエ
ンジンサウンドを子守歌代わりにすることもできません。
又スポーツカーさえもATが主流で空ぶかし後のホイール
スピンもできなくなっています。
電話は黒電話はまだ世にでていません、電話回線は
人の手で交換していたようですが現在ではその黒電話を
見かけるのが困難です。回線の交換は有線から無線に
切り替わり携帯電話に変わりつつありその携帯電話も30
年前に出始めましたが、今みなさんお持ちのスマートフォ
ンの使用は音声による通話より、むしろインターネット接
続を主にしたパソコンの延長として使われています。
100年前にこの文明の発展や災害が想像できなかった
ように、現在に生きる我々は未来の災害や文明の発展は

私は、児島良宗さんの笑いを織り交ぜながらの思慮深い
卓話が大好きで尊敬していました。
児島さんの教えて下さる、「おかげ様」の精神を大切に
していきたいと思っています。
今まで、ありがとうございました。
＜児島良宗さんのお手紙＞
難聴に加え最近は足もとが怪しくなり、退会を決
意しました。
在籍中は公私ともにお世話になり、心より御礼申
し上げます。
お陰さまでロータリーライフを存分に楽しみ勉強
させて頂きました。
一昨年亡くなられた中曽根元総理は
「くれてなお 命の限り 蝉しぐれ」の句を詠み102
歳まで頑張られたそうです。
微力な私は到底及びませんが、やり残した人生
の宿題がまだまだ残っています。
老廃せず私なりに頑張るつもりです。
お別れムードが厭でYoutube参加、最後のお弁
当を頂きます。皆様のご健勝と有田ロータリーク
ラブの益々の発展を念じます。
合掌

幹事報告
〔井上幹事〕
第16回臨時理事会（6月15日）
1.児島良宗君退会の件 （報告）
2.本日の例会方法の件 ハイブリッド方式で開催(承
認）
3.新会員推薦の件 (承認)

２

ロータリー親睦活動月間
予想はできてもそれは確実ではありません。
今も尚ロータリークラブが活動できているのはその時の
会員がじっと我慢せずに常に考えて対処し、この災いや
文明の変化に巧に対応していたからだと容易に推察でき
ます。
ですが、決して一人で対応していた訳ではありません。
行動する人、考える人、情報を仕入れる人、その他にも
色々な力が必要です。この力の集結がロータリーの100
年だと思います。
来週から未来へ続く新年度がスタートします、みなさん
が力を発揮してくれることを望みます。

びしたり、ご意見を活発に出し合える雰囲気づくりなどな
ど工夫する点はまだまだあるように思われます。
コロナに負けないクラブ運営とは、どういう状況でも例会
を開催するという考えのもと、各会員の年齢や仕事柄や
既往症等など考慮すると、安全な例会運営は、インター
ネット配信にて例会を開催させて頂くことが、より良いと
思っていました。クラブ運営を行うことでの気づきは、ロー
タリーの原点は対面が基本であるということを再確認する
一年でもありました。歩みを止めない行動（クラブ運営）
は、対面の大切さを、会員と共に、共有できたと思ってい
ます。
会いたいですが、会えない例会を選択することは、リー
ダーとして孤独でもあり、正解のないジャッジメントを下さ
ないといけない時があるという事を教えてくれました。
【SAA】
仕事にもコロナ影響が出ていると考えらえれますが、快
く共に会場設営と、次第作成ありがとうございました。コロ
ナ禍にもかかわらず、勇気を持って会場に集まって頂き
共にインターネット配信のご協力ありがとうございました。

2020-2021年度
有田ロータリークラブ
会長 橋爪 誠治

私のクラブ方針は、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」でした。
例会運営を対面にした方が良いというご意見や、コロナ
対策を万全にしてほしいなど、皆様の多様なご意見を頂
き、相反するご意見をどう反映させることが、クラブとして
最善なのかを常に考えてきました。私が不安になると井
上幹事が、いつもそばで勇気づけてくれました。いっそ
のことインターネット配信がなければ、こんなに悩まなくて
よかったかなと思った時もありました。でも学び、感じ、動
きたいという気持ちは、スタート時も今も変わりません。
この一年間を新型コロナと向き合って過ごす中で、対
面の大切を知りました。デジタルでは伝わらない何かが
ある。それはきっと空気感だと思います。
人と接する時に「空気を読む」と言いますが、ネットを通
じてのやりとりでは、人の空気感が読みにくいのです。直
接対面で話をする事でしかわからない何か、人の心、人
の温もりが伝わらないような気がしていました。
ちなみにですが、私の年度では、当初３９回の例会を
企画していました。第四波の影響で、最近はインターネッ
ト配信が主になっていました。実際は本日を含めて
対面＆ハイブリット（インターネット配信＆ＤVＤ視聴）…
22回
インターネット配信 少人数タイプ…10回
録画放送…1回、
中止…1回 （1月7日の例会）
また例会ではない会長の時間だけのロータリーチャンネ
ルが5回ありました。
結果例会が、33回、6回の中止（完全中止が１回）となり
ました。意外と対面方式を22回出来ていたことは正直
びっくりしております。
リモートでの理事会も、当初慣れないので進行が間延
３

【クラブ運営委員会】
まずは、理事をお受けいただいた應地会員ありがとうご
ざいました。理事会での貴重なご意見ありがとうございま
した。
【会員組織委員会】
今期は、１名の新入会員と、次年度に向けて新入会員
のご準備ありがとうございました。
【情報・研修委員会】
コロナ禍にもかかわらず、工夫ある企画で前期と後期
IDM企画ありがとうございました。
また、「四つのテスト」の解説と、卓話ありがとうございま
した。有田ロータリークラブ・デジタル記録として、アーカ
イブに残していきたいと思います。
【例会運営委員会】
対面とインターネット配信の例会を交え、ハイブリット方
式による安全な参加という観点で選択肢を増やして頂き
ありがとうございました。脇村委員長との思い出は、私の
年度が開始する当初、インターネット配信のみで例会を
開催する意義について話し合えたこと、そしてコロナの状
況を踏まえ一年間足並みを揃えて歩んでこれたことを誇
りに思います。
【親睦活動委員会】
会員チャレンジと題して会員一人一人の目標を整理し
て頂きありがとうございました。
有田ロータリークラブらしい、家族と会員とのふれあい
の場を残念ながら本年度はあきらめざるを得ませんでし
たが、とっておきのお楽しみは次回にとっておきましょ
う！！

ロータリー親睦活動月間
【ロータリー広報委員会】
私の誤字だらけの文章を毎週の校正誠にありがとうご
ざいました。また毎月のロータリー友誌の解説準備もコロ
ナ禍で大変だったと思いますがご協力ありがとうございま
した。
【職業奉仕委員会】
コロナ禍にもかかわらず、箕島高校就職希望者への職
業紹介事業の開催ありがとうございました。
残念ながら実施できませんでしたが、ローテンション
デーも何度も企画チャレンジありがとうございました。
【社会・青少年奉仕委員会】
コロナ禍で無理のない運営をお願いしましたので、行
動がかなり制限されてしまい残念な一年となりましたが、
薬物乱用防止「ぜったい駄目」のお声掛け、職業奉仕委
員会への協力表明や、桜木の手入れの企画準備ありが
とうございました。
【国際奉仕委員会】
ラオスへの国際事業にむけて、ご尽力いただきありがと
うございました。開発途上への援助は対面がベストといっ
たアドバイスで、リモート開催は断念しましたが、良い経
験でした。

【ロータリー財団委員会】
寄付金へ声掛けありがとうございました。
【米山記念奨学会】
米山記念奨学生の外部卓話や、任泰然君のラストイ
ヤーの卓話と、川口カウンセラーさんとの連携ありがとう
ございました。
【戦力計画委員会】
中期計画を設定し、企画を実行に移し安定的クラブ運
営を目的とした委員会として本年度に改めて発足した委
員会を、見事に３回のクラブフォーラムと会長エレクトを含
めて次期会長候補に、クラブとしての目標意識を高め、
会員と共有する仕組みづくりに、試行錯誤して頂きありが
とうございます。
【副会長】
クラブ運営の方向性につき、発足当初より相談にのっ
て頂き、またロータリーに関わる書物などのご提供ありが
とうございました。また２回にわたり卓話を引き受けていた
だき、膨大な資料の中から時間をかけ、ロータリーの基礎
に触れる機会を作って頂き、誠にありがとうございました。
【事務局】
一年間、コロナ禍ヴァージョンで変則的な運営に巻き込
み、お弁当の発注、ハイブリット例会参加の出欠等など、
ご協力して頂き、とても感謝しております。誠にありがとう
ございました。
私が就任あいさつに引用させていただきました宮沢賢

治作の「雨ニモマケズ」を朗読させて頂きます。英語もご
一緒に！
宮沢賢治
雨ニモマケズ Rain won’t stop me.
風ニモマケズ Wind won’t stop me.
雪ニモ
Neither will driving snow.
夏ノ暑サニモマケヌ Sweltering summer heat will only
raise my determination.
丈夫ナカラダヲモチ With a body built for endurance, a
heart free of greed.
慾ハナク
決シテ瞋ラズ
I’ll never lose my temper, trying always to keep a quiet smile on my face.
イツモシヅカニワラッテヰル
一日ニ玄米四合ト
味噌ト少シノ野菜ヲタベ
My daily diet must be simple: several heaped bowls of
brown rice, some vegetables and miso
アラユルコトヲ Profit must never be the issue.
ジブンヲカンジョウニ入レズニ
ヨクミキキシワカリ
ソシテワスレズ
I’ll listen to others, observe carefully, and refuse to
forget.
野原ノ松ノ林ノ蔭ノ
小サナ萓ブキノ小屋ニヰテ
I’ll make my home in a hut with a thatched roof, near a
meadow surrounded by pine trees.
東ニ病気ノコドモアレバ If child were to fall ill in the
east,
行ッテ看病シテヤリ
I’d run there to help with the
nursing.
西ニツカレタ母アレバ
If a mother were to overwork
herself in the west,
行ッテソノ稲ノ朿ヲ負ヒ I’d be there to carry the heavy
bundler of rice.
南ニ死ニサウナ人アレバ If a man were on the verge of
death in the south,
行ッテコハガラナクテモイヽトイヒ I’d rush to soothe his
fears.
北ニケンクヮヤソショウガアレバ
If bitter lawsuits and fighting were to break out in the
north.
ツマラナイカラヤメロトイヒ I’d urge all parties to come
together and talk things over.
ヒドリノトキハナミダヲナガシ In days of drought, I’d
weep, just weep.
サムサノナツハオロオロアルキ
In unseasonable cold spells, I’d walk the fields and worry over the stunted crops.
ミンナニデクノボートヨバレ
ホメラレモセズ
クニモサレズ
People may call me a fool. I doubt if anyone will applaud
４

ロータリ―親睦活動月間
me. Then again, perhaps none will detest me either.
サウイフモノニ
ワタシハナリタイ
All this is my goal – the person
I want to become.

このコロナ禍で伝統ある有田ロータリークラブの会長と
いう貴重な体験をさせて頂き、会員の皆様に、お礼申し
上げます。一年間変則的なクラブ運営にもかかわらず、
お付き合いいただきありがとうございました。また変則的
なクラブ運営を不快に思われた会員の皆様には深くお
詫び申し上げます。

この物語のように、よく学び、人に興味を持ち、すぐに
良い行いを行動に移し、困ったときは無理せず素直に自
然と共存する素直な心を持ちながら、ロータリー精神で
いう I save の精神で無欲の奉仕や、困った人への関心
はより一層に高くしていきたいと思っています。

これをもちまして、会長最後の仕事とさせて頂きます。
一年間、ありがとうございました。

閉会・点鐘

会長の最後の仕事といたしましては、就任当時より決め
ておりました。
井上修平幹事さん、年下である私の幹事を全うして頂
き、勇気づけられましたし、共にコロナ禍のロータリーライ
フを楽しめたのは、井上幹事のおかげです。
一年間と半年私のわがままにお付き合いいただきまし
て、誠にありがとうございました。感謝してもつきません。
準備期間約半年、会長期間の1年間の貴重な経験で
学んだことは、リーダーシップという言葉を深く考えた一
年半でもあり、リーダーシップの大切さを教えてくれた一
年半でもありました。己の未熟さを知り、また今後もロータ
リークラブで自己研鑽に励みたいと考えております。

５

（橋爪（誠）会長）

