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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４年１月２０日 第２９９４回
・クラブフォーラム

令和４年１月６日 第２９９３回
・年頭所感：松村 秀一君
年男女所感
・ソング：「君が代」「奉仕の理想」

・ソング：「それでこそロータリー」
ます。
嶋田君：メリークリスマス！！今年最後のロータリー、楽し
みましょう。来年もロータリアンとして頑張ります！
辻君：メリークリスマス！今年一年ありがとうございました。
今日は皆さんで楽しみましょう。
手島君：宜しくお願いします。
橋爪（誠）君：会員のご家族も皆様、本日例会ご出席誠に
ありがとうございます。クリスマス懇親会、ゆっくり楽しん
でください。親睦活動委員会の皆様、会長・幹事、本日
のご準備ありがとうございます。

前回の報告（第２９９２回例会）
開 催 日 令和３年１２月２２日(水）
開催日

点

鐘

〔松村君〕

ニコニコ箱の報告

〔橋爪（誠）副SAA〕
松村君：2021年最後の例会にご家族の方にもご参加いた
だきありがとうございます。SAA並びに理事の皆様、前
期活動報告よろしくお願いいたします。会員とそのご家
族には、今年1年お世話になりありがとうございました。
欲張りですが、来年もよろしくお願い申し上げます。
川口君：前期活動報告、各委員長の皆様、宜しくお願い
致します。
成川(守)君：メリークリスマス！親睦委員会の皆様、ご苦
労さまです。
上野山（捷）君：本日の前期活動報告、ご苦労様です。
橋爪（正）君：松村会長、川口幹事、コロナ禍の中の運営
ご苦労さまです。あと半年、よろしくお願いします。
宮井君：本年もコロナで大変でしたね。来年は平穏な良
い年でありますよう、祈念致します。
岩本君：今日は冬至で、先日皆さんに柚をもらって頂きま
した。皆さん喜んでくださいまして、中には、ジャムにし
て持って来てくれた人がいました。
上野山（栄）君：メリークリスマス！！息子が全国大会出場
で明日から東京に応援に行って来ま～す。
木本君：本日の前期活動報告、宜しくお願い致します。
丸山君：メリークリスマス！クリスマス懇親会、目一杯楽し
みましょう！
児嶋君：前期活動報告、よろしくお願いいたします。クリス
マス懇親会楽しみです。
菅原君：丸山委員長、本日のクリスマス例会の段取りご苦
労様でした。
福原君：メリークリスマス！前期活動報告よろしくお願いし

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１７名
（出席規定免除会員５名）
会長の時間
〔松村会長〕
「有田市空き家・空き地バンク」
有田市内に空き家や空き地を所有さ
れ ている 方が、売 買又 は賃 貸を希望
し、空き家・空き地バンクに登録された
場合に、その情報を市のホームページ
に公開し、移住したい方に紹介します。
※空き家バンクに登録される物件は市
場性があまりなくて近所の人も買いたい
と思わない物件です。それで有田市は補助金を用意して
います。
売りたい人には
○空き家・空き地バンクに登録する空き家の家財道具等を
処分する費用に対して、上限10万円まで補助。
○空き家・空き地バンクを利用して、購入又は賃貸借契約
を締結した場合、宅地建物取引業者に支払った仲介手
１

疾病予防と治療月間
数料に対して、その2分の1で上限5万円まで補助。
○低未利用土地売却に伴う一時所得から100万円が控
除されます。
※売却金額が少ないので売却利益は通常出ませんので
不動産譲渡所得税はいりませんが、一時所得として収入
があると翌年の国民健康保険料などが高くなってしまい
ますがそれが軽減されます。
移住希望者には
○空き家購入費の５０％上限50万円（40歳未満の世帯主
又は義務教育終了前の子を扶養している世帯は上限
100万円）
○空き家改修費の3分の2を上限に80万円（40歳未満の
世帯主又は義務教育終了前の子を扶養している世帯
は上限100万円）
○空き家・空き地バンクを利用して、購入又は賃貸借契
約を締結した場合、宅地建物取引業者に支払った仲
介手数料に対して、その2分の1で上限5万円まで補助
する制度です。
※40歳未満の世帯主又は義務教育終了前の子を扶養
している世帯は最大200万円余りの補助を受けられま
す。
住宅購入に200万円は少額で魅力がないように思われ
るかもしれませんが、実際の空き家の購入金額は100万
～200万円です。
今年の移住実績は5世帯で19人です。6人家族8人家
族の世帯もありました。元の居住地は関東１件、東海地
方１件、関西３件でした。有田市空き家・空き地バンクは
それなりの実績を上げつつあります。

幹事報告
〔川口幹事〕
本日の幹事報告3件ございます。
・ガバナー事務所年末年始休暇のお知らせ。
・和歌山北RC例会場移転のお知らせ。
・地区よりクラブ青少年関連委員長会議のご案内 。

クラブ奉仕委員会〔委員長 上野山栄作君〕
本年度、クラブ奉仕委員会では、有
田RCの４つの優先事項の「自己研鑽」
と「適応力」という２つの観点を特に重
要視しながら活動を進めたいと考えて
おります。
特に自己研鑽を行う上では多様な
会員が必要であり、会員増強は急務
であると考えています。幸いなことに初
例会ではENEOSの手島君が和歌山製油所長として引き
続き入会して下さったことは大きな成果だと考えます。今
後、年度内に新会員の入会を促せればと考えています。
また、最も自己研鑽を図る場である例会においては少し
ずつ外部卓話も行い、リアルに参加者も増えています。
一方、例会場に遠のいている会員の維持に関して、現段
階では進められていない事を反省しています。現状のま
ま、3000回例会を迎えられることを祈っています。また
IDMの開催も行うことが出来ました。
適応力というところではリモート環境を整え、インター
ネットを駆使できる人材育成を進めるべく、例会運営委
員会の橋爪誠治さんが中心となり、R広報委員会の菅原
さんと一緒に例会でのインターネット配信を行なっていた
だいています。今後はもっと多数の会員に触れていただ
き、苦手意識を払拭して頂きたいと考えています。
コロナ第６波の影響を鑑みて、新年例会の懇親会をクリ
スマス例会へと移行して、久しぶりの家族会も開催しま
す。今後の親睦活動委員会の取り組みも楽しみでありま
す。

①会員組織委員会〔委員長 中村吉伸君〕

委員会報告
※例会運営委員会（木本委員長）
1/27のローテーションデーが会員卓話に変更。ロー
テーションデーは2/3になりました。

前期活動報告発表

SAA〔SAA 脇村重徳君〕
日本のロータリーの発展の基礎を築いてくれた偉大な
人物「米山梅吉氏」は、「ロータリーの例会は修養の場で
あり、人生道場である」と述べられたように、毎週の例会
は、有意義なプログラムの立案の下、会員全員参加型で
大いに盛り上げ、親睦の最高にして最大の場にしなくて
はなりません。
本年度の例会も、コロナ禍の下で会員各位の安心・安
全の確保を最優先とする必要があったため、昨年に引き
続き「自宅オンライン例会」方式を並行して実施した結
果、皆さん方のご協力の下で会員数27名に対して23～
25名の出席者をコンスタントに確保することができまし
た。その中心的な役割を演じた橋瓜誠治副SAAのご尽
力に敬意を表したいと思います。
２

今年度松村会長のクラブターゲットは「クラブで親睦を
深め一人ひとりがそしてクラブが地域を明るくする」であ
り、活発な親睦活動や、地域に貢献するクラブ運営には
会員増強は欠かせないと思います。このような観点から
以下のような活動を行いました。
1）会員増強はコロナ禍で非常に困難な時期ではありま
すが、1名の新会員を迎えることが出来ました。
新会員：手島政嘉君 昭和47年7月12日生まれ
ENEOS株式会社 和歌山製油所所長
職業分類：石油工業
退会者：なし
2）職業分類を近年の職業形態に合うように随時変更致
しますが、前期の変更はありません。
3）会員増強等のクラブフォーラムの開催、卓話などはあ
りませんでした。

②情報・研修委員会〔委員長 中元耕一郎君〕
前期IDMの開催
本年度のクラブ活動に資するため、2班に分かれ下記
のテーマにつき、意見を自由に討議し合った。なお新型
コロナウイルス感染症予防のため、前年度と同様に今年
度の前期IDMも対面とズーム参加を併用したハイブリッド
形式で開催した。
テーマ：「事業費を創り出す新たな事業を検討する。」

疾病予防と治療月間
日 時：第1班2021年10月6日（水）18:30～
第2班2021年10月7日（木）18:30～
場 所：橘家、ZOOM
参加者：
第1班 13名『リーダー：北畑 サブリーダー：児嶋 情
報・研修：成川守 上野山栄 会長：松村 橋爪正 宮井
上野山捷 丸山 岩本 辻 菅原 橋爪誠』
第2班 11名『リーダー：井上 サブリーダー：木本 情
報・研修：中元 会長：松村 幹事：川口 脇村 岩橋 福
原 嶋田恵 手島 中村（Ｚ）』（Ｚ）はズーム参加を示す。

③例会運営委員会〔委員長 木本隆昭君〕
本年度もコロナ禍の中、社会状況に合わせながらの例
会運営となりました。内容的には、初例会及びガバナー
公式訪問(リモート)をはじめとする固定スケジュールが７
回(12月22日の例会を含む)、ロータリー月間のテーマに
関する卓話が3回、地域で活躍されている人を招聘して
の地域外部卓話が3回、例会運営委員会委員による卓
話が3回、計16回の例会が開催されました。幸い、コロナ
感染者拡大による休会等はなく、予定通りの回数の例会
を開催する事ができました。コロナ禍での中、前期の全て
の例会は会場とユーチューブの両方での出席可能なス
タイルで開催されました。
コロナ感染者拡大時、外部の卓話者の招聘が困難な
場合は例会運営委員会の委員による卓話を行いました。
又、例会においては会場の設営・撤収、出席者数の発
表、ニコニコ箱の集計を行いました。

職業奉仕委員会〔委員長 嶋田恵君〕
・例年開催されている箕島高校での職
業紹介事業は新型コロナウイルス感染
症蔓延防止のため、中止となった。
・ローテーションデーは令和4年2月3日
にきのくに信用金庫箕島支店で開催
予定。卓話は、常務理事 緒方公一氏
にお願いしている。

社会・青少年奉仕委員会〔委員長 福原陽司君〕
本年度もコロナ禍の中、感染対策を行いながらの例会
となりましたが、幸いコロナ感染拡大に
よる休会等はなく、前期の例会は会場
とユーチューブの両方での出席可能な
スタイルで開催されました。しかしなが
ら、各委員会共に、思い描いた活動が
出来ておらず、本委員会も計画通りに
進んでおりません。
1）有田川クリーン作戦は本年度中止(７月１日)、参加は
継続としています。
2）令和3年度「ダメ。ゼッタイ。」普及運動への協力は、初
例会時に募金を行い寄付を実施しております。
3）「みかん海道並びにウエノ公園桜木の手入れと清掃活
動」は来年、状況を鑑み、参加予定です。
4）職業奉仕委員会への共同事業として、職業紹介事業
は箕島高校との調整が合わず今年度は協力支援出来て
おりません。

国際奉仕委員会〔委員長 北畑貴行君〕
④親睦活動委員会〔委員長 丸山芳孝君〕
・会員の親睦を図るために例会30分前に到着し、笑顔で
ゲスト・ビジター並びに会員の出迎えと週報及び資料
の配布をし、例会でのゲスト・ビジター等の紹介とサ
ポートをしました。又、毎月第一例会での当月会員誕
生日・配偶者誕生日・結婚記念日を紹介し、記念品を
贈呈しました。
・12月22日（水）橘屋で夜間例会及びクリスマス親睦会を
行います。

⑤ロータリー広報委員会〔委員長 児嶋正人君〕
1）クラブ週報の発行について
特に問題なく進んでいます。
2）ロータリーの友の解説について
７月（児嶋）8月（菅原）9月（島田）10月（井上）11月（上
野山捷）12月（児嶋）発表済です。
3）ガバナー月信の配布について
4）外部広報について
5）内部広報について
6）クラブホームページの更新について
3）～6）についても特に問題なく進んでいます。

1）国際大会への参加を呼びかける（2022年6月４日～８
日 アメリカ：ヒューストン）
報告）詳細決まり次第皆さまにご案内致します。
2）ロータリー財団、米山記念奨学委員会の活動に協力
をする。
報告）今後R財団の意義を共有する。米山記念奨学委員
会とは奨学生の受入があれば協力を行います。
3）ロータリー財団委員会・米山記念奨学委員会の活動
計画をサポートし協力支援を行う。
報告）2の報告と同様とします。
4）ソーシャルメディアやオンライン活動を積極的に活用
し、コロナ禍の国際奉仕を模索したい。
報告）現在模索中。
5）ロータリー財団と連携し、地区補助金活用事業が企画
された場合にはサポートする。
報告）特に動きはありません。

①ロータリー財団委員会〔委員長 岩橋行伸君〕
1）ロータリー財団へ寄付をお願いする。
・会員27名で、前期分として 普通寄付 ＄650 ポリオ
寄付 ＄86 を会費より寄付
・11月のロータリー財団月間で会員に特別寄付をお願い
し、特別寄付6名 総額＄1,140 ポリオ寄付5名 総
額＄50 の寄付をいただきました。目標に向け、後期も
引き続きご協力よろしくお願い致します。
３

基本的教育と識字率向上月間/ロータリーの友月間
2）ロータリー財団地区補助金を活用した「ミャンマー国際
奉仕事業」は、コロナ感染状況を鑑みると、今年の実
施は難しいので、次年度以降に引き継いてもらえたら
と思います。
3）ロータリー財団月間にロータリー財団関係者を招聘し
た卓話は実現しませんでした。

有
2）４つの優先事項の各項での具体的施作の洗い出し
3）年次目標のトータル化と具体化
4）クラブフォーラムの開催
優先事項に取り組み、どの様なクラブの未来が待ってい
るのか？クラブ内の意思統一のための時間を共有。を掲
げております。
現在2回の委員会を開催致しました。
第1回委員会 10月28日 第2回委員会 12月22日
委員会から、優先させるべき２つの大きな問題点として
①委員会組織が現在のRIの推奨する変革がなされてい
ないこと
②会員増強の急務
の2点を議論いたしました。先ずは委員会組織の変革に
ついて1月のクラブフォーラムで皆様と一緒に議論してい
く予定です。現在、そのフォーラムの運営準備をおこなっ
ています。会員増強についても真剣に考えていく必要が
ございます。計画を進めて参りたいと思います。

②米山記念奨学会委員会〔委員長 菅原佳典君〕
・10月米山月間で奨学生による卓話を企画する。
10月21日の例会では米山奨学生の王 静嫻さ(羽衣
ロータリークラブ)による卓話をしていただきました。
10月28日の例会では元米山奨学生で現在ラオスにお
住いのポンピパック･ダーラさんをZOOMにてお招きし
現況のお話などをしていただきました。
後期も機会を見つけリモートや実際の招聘などを通じ
現役の奨学生や以前お世話した学友と係わってまいり
たいと思います。
・10月の強調月間の例会時、会員に特別寄付を要請す
る。
10月例会にて米山記念奨学会への特別寄付を会員に
対しお願いし、16名の方から合計19万円の特別寄付を
いただきました。尚、普通寄付は前期分として在籍会員
27名で8万1千円を会費より寄付させていただきました。
・地区ガバナーが目標とする、普通寄付：6,000円/名 特
別寄付：10,000円/名 を達成できるようイベントごとに、
目標額達成に向け今後も告知を行ってまいります。

閉会・点鐘

〔松村会長〕

次週1/13（木）は

休会です

戦略計画委員会〔委員長 上野山栄作君〕
本年度の実施事項として、
1）昨年度のビジョン声明と４つの優先事項を会員への共

クリスマス懇親会
４

集合写真

クリスマス懇親会
ゲスト：魚住 弘樹 氏（シンガーソングライター）
乾杯！！

丸山親睦活動委員長
総合司会

魚住氏によるライブ♪♪

成川守彦前副会長
乾杯の挨拶
松村会長
開会の挨拶

じゃんけん大会
橋爪誠治
直前会長
閉会の挨拶

会長賞
手島さんGET！！

幹事賞
福原久美さんGET！！
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