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 ～ 四 つ の テ ス ト 言行はこれに照らしてから ～ 

 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 

が生まれました。初孫です。「じいじ」になりました。 

児嶋君：活動計画、決算・予算審議ごくろう様です。出席

表彰受賞者、おめでとうございます。 

北畑君：本日、活動計画発表よろしくお願いします。 

辻君：本日の活動計画発表よろしくお願いします。 

脇村君：委員会活動計画の発表よろしくお願いします。 

 

 

※紙面の都合上、「会長の時間」と「幹事報告」の順序を

入れ替えて掲載しております 

 

〔川口幹事〕 

 報告連絡事項4件ございます。 

1.前期会費の納入のお願いと致しまし

て、本日決算予算審議可決後翌8月5

日例会場にきのくに信金来場のうえ納

入頂くか、当日来られない方は後日

お振込みの形になりますので宜しくお

願い致します。 

 

2.地区より地域環境プロジェクトの案内が届いております。

内容は国際ロータリー第2820地区より9月12日に世界

中のロータリアンが同日一斉に水辺の清掃を行うという

事です。当会は後日協議させて頂きます。 

 

3.国際ロータリー日本事務局より在宅勤務を8月2日～8月

31日行う連絡がありました。 

 

4.国際ロータリーより人頭分担金の納入依頼が届いており

ます。 

 

 

 

開 催 日 

THE ROTARY CLUB OF ARIDA 

 

前回の報告（第２９７９回例会） 

令和３年７月29日(木）  

〔松村君〕 

 

〔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２５名 

（出席規定免除会員７名） 

 

〔脇村SAA〕 

松村君：活動計画、決算・予算審議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。また、決算・予算の審議も重ねてお願

い致します。 

岩橋君：コロナ増えてきました。心配です。 

上野山（捷）君：本日の活動計画発表、御苦労さまです。 

宮井君：各委員会の本年度活動計画の発表よろしくお願

い致します。 

上野山（栄）君：23日に行われた地区DL研修に成川先

生、長時間お付き合い頂きありがとうございました。ま

た、参加の橋爪誠治さん、川口さん、ありがとうございま

した。 

中元君：本日の活動計画の発表、予算・決算の審議よろ

しくお願いします。 

橋爪（誠）君：委員長様、本日の活動計画発表よろしくお

願い致します。本日、決算の審議をさせて頂きます。会

員の皆様よろしくお願い申し上げます。一年間、大変

お世話になりました。 

木本君：本日の活動計画発表宜しくお願いします。 

丸山君：活動計画報告よろしくお願いします。長女に男子

  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） 

 「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」 

  令和３年８月１９日 第２９８１回 

・外部卓話：寺田尚平氏(ｳｪﾙﾋﾞｰｲﾝｸﾞ･ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ･ｵﾌｨｽ代表) 

 「これからの企業経営と事業再構築」 

・ソング：「それでこそロータリー」 
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〔松村会長〕 

「クラブのタイプ」 
ロータリークラブのモデルは以下のように7つあります。 

この中で「活用分野に基づくクラブ」はNPOのロータリー

版だと思います。 

その活動に私は注目しています。 

 

 

〔脇村前年度例会運営委員長〕 

<100％皆出席優秀者> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<出席免除会員出席優秀者（60％以上の出席者）> 

 

 

  

 

 

 

会長の時間  

皆出席表彰 

・石垣 泰伸 君 

・上野山 栄作 君 

・木本 隆昭 君 

・菅原 佳典 君 

・中村 吉伸 君 

・橋爪 誠治 君 

・松村 秀一 君 

・脇村 重徳 君 

・井上 修平 君 

・川口 健太郎 君 

・児嶋 正人 君 

・辻 恭治 君 

・中元 耕一郎 君 

・福原 陽司 君 

・丸山 芳孝 君 

以上15名 

・石垣 洋介 君 

・岩本 道弘 君 

・應地 正章 君 

・成川 守彦 君 

 

・岩橋 行伸 君 

・上野山 捷身 君 

・児島 良宗 君 

・宮井 清明 君 

以上8名 

クラブのモ

デル 
  説明  訴求対象 

従来型クラ

ブ 
伝統的な例会（卓話や食事）を開き、会員が重んじる

伝統的慣 習を実践しているクラブ。会場費と食事費が

かかるため、通常、 クラブ会費が他よりも高額となる 

食事の席での交流、卓話を通じた学び、地

域社会への奉仕に関心がある人 

パスポート

クラブ  
会員が自分の所属クラブで毎年一定数の例会に出席す

る限り、 ほかのクラブの例会に頻繁に出席することを

認めるクラブ 

出張や旅行が多い人、さまざまなクラブ体

験や多くの人との出会いを楽しむ人 

法人クラブ 会員（またはその多く）が同じ職場で働いているクラ

ブ  
地域社会に貢献するために一緒に活動した

いと考える、同じ企業や団体の社員／ 職

員 

活動分野に

基づく クラ

ブ 

会員が特定の活動分野に情熱を注ぎ、その分野の奉仕

活動に 取り組んでいるクラブ 
特定の問題に取り組むためにつながりを求

めている人 

学友中心の

クラブ 
大半の会員（または大半の創立会員）がロータリープ

ログラムの 元参加者（学友）または元ローターアク

ターや元ロータリアンであ るクラブ 

ロータリーに参加したことのある人 

関心に基づ

くクラブ 
特定の関心や趣味に基づいて活動するクラブ 特定の方法でロータリーを楽しみたいと考

える人、同じ関心（会員の専門スキル開 

発など）をもつ人たちと一緒に活動したい

人 

国際的なク

ラブ 
海外駐在者が会員となっているクラブ、例会が開かれ

る国の言 語とは違う言語を共通語とするクラブ、複数

国の会員から成るオ ンラインのクラブなど  

共通語を使って互いにつながりたいと考え

る海外駐在者、世界中の人とつながりた 

いと考える人、クラブ例会で国際交流をし

脇村前年度例会運営委員長より、出席優秀者の発表が

あり、松村会長より記念品が渡されました。 

 

受賞者の皆様、おめでとうございます！！ 



 

※松村会長 

 2021年7月25日（日）に開催されたクラブ会員増

強委員長会議の件 

 

 

３ 

 

閉会・点鐘 〔松村会長〕 

予算(案)審議 

活動計画の発表  
日程 8月の例会プログラム 

8/5(木) 

外部卓話 

御前 明良 氏 

（有田市文化財保護 

        審議委員） 

「日本のみかん産業の始まりは

有田みかん栽培システム」 

8/12(木) 休会 

8/19(木) 

外部卓話 

寺田 尚平 氏 

（ウェルビーイング・コンサル

ティング・オフィス代表） 

「これからの企業経営と 

        事業再構築」 

8/26(木) 休会 

委員会報告 

決算報告・監査報告 

北畑 

国際奉仕委員長  

上野山（栄） 

戦略計画委員長 

 

社会･青少年奉仕 

委員会 

代読 川口幹事 

岩橋 

R財団委員長 

 

米山記念奨学会

委員会 

代読 川口幹事 

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。 

2020-21年度決算について 

井上直前幹事より決算報告

がありました。決算報告に

ついて原案通り全員一致で

可決されました。 

宮井君、岩橋君の会計監査

2名により7月19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。 

本年度の予算について 

川口幹事兼会計より説明

があり、全員一致で原案

通り可決されました。 

次週8/12（木）は 

                      休会です 

ロータリーリーダーシップ研究会(RLI)の

ディスカッションリーダープログラム(DL) 
 

日時：2021年7月23日13時～ 

場所：和歌山ビッグ愛 

有田RCより来賓に成川PG、RLI委員会上野山

FT、橋爪直前会長、川口幹事の4名が参加。 


