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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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４．みんなのためになるかどうか

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
次回のお知らせ

本日のプログラム

令和３年８月５日 第２９８０回
・外部卓話：御前明良氏（有田市文化財保護審議委員）

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」

「日本のみかん産業の始まりは有田みかん栽培システム」

・ソング：「君が代」「奉仕の理想」
願いいたします。
井上君：暑いですね。皆様、体調に気をつけてください。
木本君：本日の活動計画発表宜しくお願いします。
児嶋君：活動計画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です。各委員長さん、発
表よろしくお願いします。

前回の報告（第２９７８回例会）
開 催 日 令和３年７月１５日(木）
開催日

点

鐘

〔松村君〕

今月の誕生・結婚祝
〔川口幹事〕
会員誕生：手島君（7/12）、上野山（栄）君（7/21）
福原君（7/23）
配偶者誕生：なし
結婚記念：なし

出 席 報 告
〔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２２名
（出席規定免除会員７名）

7月誕生日
上野山栄作君
おめでとう
ございます！！

会長の時間

〔松村会長〕
有田RCの例会はハイブリッド例会
です。コロナの感染対策として始め
られました。
この便利な例会のおかげで会場に
行かなくても例会に参加できます。
今後例会場で参加する会員が
減ってしまうのか。あるいは新たな入
会者を増やせるのか。
このクラブの現在位置と行き先をIDMやクラブフォーラム
で考えていきたいと思います。

ニコニコ箱の報告

〔脇村SAA〕
松村君：リフレッシュキャンペーンを使ってゴルフに行きま
した。プレー費は1500円ほどでした。本日は委員会活
動計画発表の1日目です。各委員長さん、発表よろしく
お願いします。
川口君：本日の活動計画発表、各委員長の皆様、宜しく
お願い致します。
上野山（捷）君：本日の活動計画発表、ご苦労様です。
上野山（栄）君：活動計画の発表させて頂きます。早く例
会場でお弁当食べたいのは私だけ？
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。
橋爪（誠）君：委員長様、本日の活動計画発表よろしくお

ロータリーでは3種類のクラブと3種類の例会があります。
それぞれメリット・デメリットがあり訴求対象が異なり人数も
違います。
一覧表にまとめると以下のようになります。

１

クラブの種類

説明

訴求対象

創立会員の最低数

ロータリークラブ 奉仕、親睦、自己研鑽ために例会を開 親睦や奉仕活動への参加に関心 20 人（必須）
き、職業やほかの分野のリーダーが会 のある人
員となっているクラブ
詳しくは「新クラブをつくろう」のオン
ラインコースを参照のこと

ローターアクト
クラブ

社会奉仕と国際奉仕を通じて行動し、
リーダーシップのスキルを身につけ、
職業人として成長することに関心のあ
る人が会員となっているクラブ

リーダーシップのスキ ルを身につ 12 人（推奨）
け、地域社会や世界の問題に取り
組み、仲間と楽しみながら奉仕する
ことに関心のある人（特に若い職業
人と大学生）
詳しくはローターアクト・ハンドブック
を参照のこと

衛星クラブ

ロータリークラブまたはローターアクト
クラブの一部であり、独自の例会、プロ
ジェクト、細則、理事会を有し、スポン
サークラブとの協力の下で運営される
クラブ

地元にあるほかのクラブとは異なる
体験や例会形式・例会時間を求め
ている一方で、ほかのクラブからの
サポートや協力を求めている人
詳しくは衛星クラブのガイドを参照
のこと

例会の形式

説明

訴求対象

直接会う例会

直接会って例会を行うクラブ

対面での交流が大切だと考える人や、オンライン
が苦手な人

オンライン例会

主にオンラインで例会を行うクラブ

出張や旅行が多い人、例会場に足を運ぶ都合が
つきにくい人、オンラインでの経験を好む人
詳しくはオンラインのクラブ例会を参照のこと

衛星ロータリークラブは
8 人／衛星ローターア
クトクラブは最低人数な
し

直 接 会 う 例 会 と 直接会う例会とオンラインの両方の例会を開くク 多種多様なニーズがある人、対面とオンラインの
オ ン ラ イ ン の 両 ラブ、または直接会う例会を開き、会員がバー 両方を好む人
方（ハイブリッド） チャルで出席することを認めているクラブ

幹事報告

〔川口幹事〕
報告連絡事項3件ございます。
1．地区より案内がありましたディス
カッションリーダー推薦について
当クラブより橋爪直前会長と川口
を推薦致しました。
ディスカッションリーダーとはロータ
リーリーダーシップ研修（RLI）
略 称 RLI ＝ ROTARY LEADERSHIP INSTITUTE
RLIの目的…ロータリアンとしての成長とロータリー観の
確立を通してロータリーを活性化すること。
このプログラムのメリットは、全パートを終了すると一通り
のロータリーの枠組みが理解できるとともに、多くのロー
タリアンとの交流が期待できます。

RLIは授業ではありません。ディスカッションリーダーに
よるファシリテートと参加者の自由な発言を通じて行われ
る “気づきの場” “意見を尊重する場” とご理解下さ
い。
3．米山記念奨学会委員会より奨学生卓話研修の案内
が届いております。
4．第1回臨時理事会を開催致しました。内容は各委員会
活動計画についてです。

ロータリー友誌
〔児嶋R広報委員長〕
ロータリーの友7月号の紹介をします。
まず、表紙ですが2021～2022年度RI会長のシェカー
ル・メータご夫妻が掲載されています。
２

【横組】
P.4 RI会長のテーマである「奉仕しよ
う みんなの人生を豊かにするため
に」「SERVE TO CHANGE
LIVES」が紹介されています。
P.5 ロータリーの友・委員会委員長
である鈴木宏氏のメッセージ「ロー
タリーの心を紡ぐ」が掲載されてい
ます。
P.6～7 RI会長のメッセージが掲載されています。少し中
身を紹介します。「授けられた最大の贈り物は誰かの
人生に触れる力・変える力、違いをもたらす力巡りゆく
命の中で・手を、心を、魂を差し伸べるなら・魔法が起
こる歯車が回りだす・共に歯車を回そう全人類の繁栄
のために・私たちには力と魔法がある 奉仕しよう み
んなの人生を豊かにするために。」
素晴らしいメッセージが載っていました。
P.10～16 RI会長はロータリーの次の章を思い描き、そ
れを実現する準備を整えています。「夢を紡ぐ人」と題
して記事が掲載されています。
P.32 第2640地区の豊岡敬ガバナーのメッセージが掲
載されています。
【縦組】
P.４～８ 「コロナ後、日本はどうあるべきか」明石康氏の
記事が掲載されています。
P.26 第2640地区 貝塚コスモスロータリークラブの子ど
も食堂と史跡の清掃の活動報告が掲載されています。

児嶋
R広報委員長

閉会・点鐘

嶋田
職業奉仕委員長

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。

〔松村会長〕

国際ロータリー第2640地区
2021-2022年度
クラブ会長・幹事合同会議
日時：7月18日（日）13：00～
場所：ホテルグランヴィア和歌山
・My Rotaryの登録と活用について
・ロータリー財団寄付について
・米山記念奨学会の寄付について
・ロータリー未来形成(SRF)について

委員会報告
※社会・青少年奉仕委員会（井上委員）
薬物乱用防止「ダメ・ゼッタイ」への寄付御礼。

活動計画の発表

脇村SAA

上野山（栄）
クラブ奉仕委員長

会員組織委員会
代読 川口幹事

前期会費等集金のご案内
日時：８月５日（木）
正午～（30分）
場所：例会場

木本
中元
情報・研修委員長 例会運営委員長

親睦活動委員会
代読 川口幹事
３

前期会費等の集金を行います。
ご準備の程よろしくお願い致します。

