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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 

2021-2022年度クラブ方針 

クラブで親睦を深め一人一人がそして

クラブが地域を明るくする 

 

 

  1997-1998年度 

  2017-2018年度 

  有田ロータリークラブ 

  会長 成川 守彦 君 

 

 

今 大切なのは 

かつてでもなく これからでもない 

一呼吸 一呼吸の 今である 
「相田みつを」さんの詩です。 

 

 前年度の橋爪会長は、このような“心意気”を持って、ク

ラブ方針を、 

「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」と定め、コロナ禍の中、

井上幹事と共に、１年間、クラブ運営に尽くされました。 

 

 「心意気」を英語で表すと、“spirit”です。まさに、会長就

任挨拶で述べられた、宮沢賢治作の「雨ニモマケズ」の

“spirit”でした。ご苦労様でした。 

 そして、こう述べられています。 

「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。 

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。」・・・と。 

この経験は、必ず将来に生きてくるものと信じています。 

 

開 催 日 

THE ROTARY CLUB OF ARIDA 

 

前回の報告（第２９７７回例会） 

令和３年７月８日(木）  

〔松村君〕 

 

 

 

 

  令和３年７月１５日 第２９７８回 

・活動計画発表 

 

・ソング：「それでこそロータリー」 

  令和３年７月２９日 第２９７９回 

・活動計画発表 

 決算・予算審議 ・ 皆出席表彰 

・ソング：「四つのテスト」 

１ 

点  鐘 

開催日 

２９７７ Nｏ． 

記念品授与  

 謝 辞 

島 海碩 書 

新旧会長・幹事エンブレム引継 

会 長 

幹 事 
R広報委員長  

松村 秀一 

川口健太郎 

児嶋 正人 

橋爪（誠）直前会長から松村会長へエンブレムを、

井上直前幹事から川口幹事へエンブレムをそれぞれ

引継ぎました。 

松村会長より、橋爪（誠）直前会長、井上直前幹事に

記念品が授与されました。 

コロナ禍の中、本当にお疲れ様でした！！ 



２ 

 

つみかさね 

一球一球のつみかさね 一打一打のつみかさね 

一歩一歩のつみかさね 一坐一坐のつみかさね 

一作一作のつみかさね 一念一念のつみかさね 

つみかさねの上に咲く花 つみかさねの果てに熟する実 

それは美しく尊く 真
しん

の光を放つ 

                           （坂村真民） 

この気持ちを大切にしていただきたいと思います。 

 
これも、坂村真民さんの詩です。この詩を、橋爪君に奉

げて、会員皆様からの感謝の気持ちと、させていただき

ます。 

 なお、彼は、今年度「ロータリーの友 地区代表委員」

を務められます。 

頑張ってください。 

 

 末尾になりましたが、井上幹事さんは、幹事の役職を経

験され、“spirit”はもちろん、新たにご自宅の部屋に勉強

机を設置され、会長としての準備が出来たようで、大変喜

ばしいことと存じます。次年度、来年７月からの会長年度

を楽しみにしています。 

 

 

 

 

  新会員 

  手島 政嘉
て し ま  ま さ よ し

 君 

  昭和42年7月12日 

  職業分類：石油工業 

 

 

 

 

地区より委嘱状が届きましたので、松村会長より授与され

ました。 

 

〔木本例会運営委員長〕 

本日の会員数２７名 

（出席規定免除会員８名） 

出席会員数２４名 

（出席規定免除会員７名） 

 

〔脇村SAA〕 

松村君：手島様、ご入会おめでとうございます。皆さま、

ご出席ご視聴ありがとうございます。今年度1年間よろ

しくお願いします。 

川口君：本日2021-22年度初例会です。どうぞ1年間宜し

くお願い致します。 

成川（守）君：橋爪前会長、ご苦労さまでした。松村新会

長、この1年間よろしくお願いします。 

石垣（洋）君：松村会長、川口幹事、一年間よろしくお願

いします。 

岩橋君：松村会長、川口幹事、1年間よろしくお願いしま

す。 

上野山（捷）君：松村会長、川口幹事、一年間よろしくお

願い致します。 

橋爪（正）君：二度目の会長松村さん、支える川口幹事、

役員の皆さん一年間よろしくお願いします。 

中村君：松村会長、川口幹事、いよいよですね。1年間頑

張って下さい。感染症対策を万全にしてコロナ禍を乗

り越えていきましょう。 

宮井君：初例会おめでとう。松村会長、川口幹事さん、理

事役員の皆様1年間頑張ってください。 

上野山（栄）君：松村会長、2回目の会長ありがとうござい

ます。川口幹事、楽しんで下さい。新年度のスタートを

出 席 報 告              

ニコニコ箱の報告 

地区委員への委嘱状  

 入会式 

 

松村会長より 

手島君にロータリーの

エンブレムが装着され

ました。 

 脇村重徳君 ：情報規定委員会 委員 

 松村秀一君 ：財団資金管理小委員会 委員 

 上野山栄作君：地域社会奉仕委員会 委員長 

        社会奉仕委員会 委員 

 中元耕一郎君：財団補助金小委員会 委員 

 橋爪誠治君 ：ロータリーの友 地区代表委員 

 川口健太郎君：米山寄付増進小委員会 委員 

        青少年・ライラ委員会 委員 



お喜び申し上げます。 

中元君：松村会長、川口幹事、脇村SAA一年間どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

橋爪（誠）君：松村会長、川口幹事、初例会おめでとうご

ざいます。微力ながらサポートさせて頂きます。一年間

健康に留意していただき頑張ってください。 

井上君：今年もよろしくお願いします。 

木本君：松村会長、川口幹事、一年間宜しくお願い致し

ます。手島政嘉君、ご入会おめでとうございます。 

丸山君：松村会長、川口幹事他、役員・理事様、厳しい

ご時勢ですが、ファイト一発！ 

児嶋君：会長幹事・理事の皆様、一年間よろしくお願いし

ます。 

福原君：初例会、本年度もよろしくお願い致します。 

嶋田君：松村会長、1年間よろしくお願いします。 

辻君：松村会長、川口幹事他、役員の皆さま新年度よろ

しくお願い致します。 

脇村君：コロナ禍の中での初例会となりましたが、皆さん

本年もよろしくお願いします。 

 

 

 2021-2022年度 

 有田ロータリークラブ 

 会長 松村 秀一 君 

 

 

 

 

 “クラブで親睦を深め 一人一人がそしてクラブ

が地域を明るくする” 
  

 本日はご出席の皆様ありがとうございます。また、ユー

チューブ視聴されている会員様ありがとうございます。 

 さて、有田ロータリークラブの例会はユーチューブでも

視聴できるハイブリッド例会が行われています。会員同

士が会う機会がずいぶん少なくなってしまいました。通常

例会がベストですが、ハイブリッド例会にも良い点もありま

す。例会場に行けなくても例会に出席できます。会場に

行く時間がない人、遠いところに出かけている人でも

ユーチューブを見ることができます。こんなメリットを生か

してクラブがより発展していければよいなと思います。 

 今、会場に8割 オンラインで2割 の会員出席です。コ

ロナ前とはずいぶん変わりました。 

 今年度、有田ロータリークラブの現在地を再確認し進

むべき目的地について考えていきたいと思っています。 

 

クラブ運営について 

 2021－2022年度のクラブターゲットは「クラブで親睦を

深め 一人一人がそしてクラブが地域を明るくする」とさ

せていただきます。 

 これは、かつて聞いたことのある「入りて学び 出でて奉

仕せよ」を今風にしたものです。今のところクラブの例会

で一緒に食事をして話をする、あるいは各委員会で話し

合うなどの機会もほとんどありません。今年度のように、オ

ンライン出席やDVD視聴で例会に参加できるようにする

予定です。しかしながら、月に一度ぐらいは密にならない

ように広い会場で例会を開きたいと思っています。また、

奉仕事業もなかなか行えない状況が続きますので、会員

一人一人が周りの人に笑顔になってもらえるように奉仕し

ましょう。会員の皆様が日々されていることを再確認して

いただき、コロナ感染のリスクが下がればクラブとして事

業を行いたいと思っています。 

 皆様、御協力よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 2021-2022年度 

 有田ロータリークラブ 

 幹事 川口 健太郎 君 

 

 

 

 

 皆さん、こんにちは。本年度幹事を仰せつかりました川

口です。 

 初例会より、確認不足がありバタバタとなりましたが初め

ての事として、この役割から何を得られ何を提供できるか

楽しみながら取り組んで参ります。 

 皆さまのご協力ほど宜しくお願い申し上げます。 

 

 

報告連絡事項17件ございます。 

1．ロータリーレートは1ドル111円です。 

2．ザ・ロータリアンが届いていますので本日回覧致しま

す。 

3．ロータリー文庫運営委員会より新年度に当たり各クラ

ブへの文書配信のお願いが届いております。 

4．日本のロータリー100周年実行委員会より「日本のロー

タリー100周年ビジョンレポート2020（本編）」届いており

ます。 

5．地区より 

 ・青少年・ライラ/IAC委員会合同会議の開催案内 

 ・ロータリーデー奉仕デーのお知らせ 海洋汚染防止9

月12日水辺の清掃協力依頼 

 ・第2分区ガバナー補佐情報が届いております。 

 ・2021-22年度 クラブ会長・幹事合同会議開催の案内 

 ・2023-24年度ガバナー候補者選出 和泉RC 谷宗光

君 

 ・ガバナー事務局開設の案内 

 ・ディスカッションリーダー推薦のお願い 

 ・クラブ会員増強委員長会議の案内 

 ・クラブ整理番号変更（堺フラワーロータリークラブが6

月30日付けでRI脱会） 

 ・ヒューストン国際大会案内資料が届いています。 

 ・令和3年7月 静岡県熱海豪雨災害義捐金 依頼 

３ 

 

 幹事報告  

会長就任挨拶とクラブ運営方針の発表 

幹事就任挨拶 



5．有田クラブより 

 ・大塚美晴会員が6月30日付けで退会となっています。 

 ・本日第1回定例理事会を開催致しました。 

 

 

 

※社会・青少年奉仕委員会（福原委員長） 

 令和3年度「ダメ。ゼッタイ」普及運動への協力の件 

※直前幹事（井上君） 

 第1回前年度理事会の開催 

 

４ 

閉会・点鐘 〔松村会長〕 

日程 7月の例会プログラム 

7/1(木) 休会 

7/8(木) 

初例会 

新旧引継ぎ・委嘱状授与 

クラブ運営方針 

7/15(木) 活動計画発表 

 

7/22(木) 
休会 

7/29(木) 

活動計画発表 

決算・予算審議 

皆出席表彰 

委員会報告  

  
来週  7/22（木）は 

           休会です 

2021-22年度 有田ロータリークラブ 初例会 


