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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 

しくお願いします。 

中村君：明けましておめでとうございます。今年も年末ジャ

ンボは不発でした。 

岩本君：今年もよろしくお願い申し上げます。 

中元君：明けましておめでとうございます。松村会長、川口

幹事、あと半年です。頑張って下さい。よろしくお願いし

ます。 

井上君：明けましておめでとうございます。本年もよろしく

お願いします。 

木本君：新年おめでとうございます。本日の年頭所感、年

男女所感、宜しくお願い致します。 

丸山君：皆さん、明けましておめでとうございます。また、コ

ロナの影が近づいてきていますが、今年は明るく楽しく

頑張りましょう！ 

菅原君：皆様、明けましておめでとうございます。本年もど

うぞ宜しくお願い致します。 

福原君：あけましておめでとうございます。本年もよろしく

お願い致します。 

嶋田君：旧年中は色々お世話になりました。本年もよろしく

お願い致します。ご指導よろしくお願いします。 

辻君：明けましておめでとうございます。本年もよろしくお

願い致します。 

橋爪（誠）君：2022年寅年も皆様にとって、素敵な年になり

ますように。コロナさん、そろそろ退散よろしくお願いい

たします。 

                                                                                                                             

 

〔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２３名 

（出席規定免除会員８名） 

 

開 催 日 

THE ROTARY CLUB OF ARIDA 

 

前回の報告（第２９９３回例会） 

令和４年１月６日(水）  

〔松村君〕 

 

〔丸山親睦活動委員長〕 

会員誕生：丸山芳孝君（1/5） 

配偶者誕生：丸山初代さん（1/1）、北畑衣美さん（1/27）、 

        川口恵美子さん（1/28）、辻有美さん（1/30） 

結婚記念：橋爪誠治君（1/2）、橋爪正芳君（1/3）、 

       中村吉伸君（1/16） 

 

 

 

 

 

 

〔橋爪（誠）副SAA〕 

松村君：明けましておめでとうございます。昨年中はお世

話になり、ありがとうございました。今年もどうぞよろしく

お願いいたします。 

川口君：新年明けましておめでとうございます。本年もどう

ぞ宜しくお願い致します。本日は年頭所感、年男女所

感の皆さま、宜しくお願い致します。 

岩橋君：明けましておめでとうございます。皆様にとって良

いお年でありますように。 

上野山（捷）君：新年あけましておめでとうございます。年

男です。本年もよろしくお願い致します。 

橋爪（正）君：明けましておめでとうございます。本年もよろ

  令和４年１月２７日 第２９９４回 

・会員卓話：菅原佳典君「インターネットなどにおけ

る脅威～詐欺と恐喝・スマホの情報セキュリティ～」 

・ソング：「それでこそロータリー」 

  令和４年２月３日 第２９９５回 

・外部卓話：「未定」 

 

・ソング：「君が代」「奉仕の理想」 

１ 

点  鐘 

開催日 

２９９３ Nｏ． 

島 海碩 書 

今月の誕生・結婚祝 

出 席 報 告              

ニコニコ箱の報告 

会 長 

幹 事 
R広報委員長  

松村 秀一 

川口健太郎 

児嶋 正人 

 

1月お誕生日 

  丸山 芳孝 君 

 おめでとう 

  ございます！！ 



〔松村会長〕 

 「今年もよろしくお願い致します」 

 明けましておめでとうございます。 

 昨年7月から会員の皆様にご支援ご

指導いただきありがとうございました。 

 今年も6月末までよろしくお願い致しま

す。 

 会員の皆様は新しい年を清々しい気

持ちでお迎えになられたことと思いま

す。 

 私は初日の出を見ようと新和歌浦の展望台に登ろうとし

ましたがあいにくの東の空の雲が厚く諦めまして紀三井

寺に参ってきました。 

 元旦に早起きをしましたので正月三が日の間ずっと早

寝早起きができました。可もなく不可もなくといったお正

月でした。 

会長報告 

○石垣泰伸さん前期で退会予定でしたが退会せず例会

に参加できる日参加されるとのことです。 

○濱崎さんから中元会員に連絡があり、イエトゥンさんが

ミヤンマーから年末に無事帰国されしばらく日本に滞

在されるそうです。 

 今日は年頭所感でもお話しさせていただきますので会

長の時間はこれで終わります。 

 

 

〔川口幹事〕 

本日の幹事報告3件ございます。 

・ロータリーレート 1米ドル＝115円。  

・和歌山東南RC例会場移転のお知らせ。 

・第2992回例会YouTube配信不具合について。 

 

 

 

※親睦活動委員会（丸山委員長） 

 クリスマス懇親会の会費徴収の件。 

 

  

 

 

 

   会員 

  松村 秀一 君  

 

 

 
 昨年はコロナで飲食・宿泊・旅行業界に携わる方々を

はじめ大変苦労をした人が大勢おられたと思います。そ

して環境問題、ジェンダー、貧困、孤独などの問題にス

ポットライトが当たった年ではないかと感じました。 

 1月4日に川口幹事と共に「新年互例会」に行ってきまし

た。来賓の国会議員の挨拶ではもれなく「経済発展」を

唱えておられました。 

 岸田総理が「国民一人ひとりが、生活スタイルを炭素中

立型（カーボンニュートラル）に変えてゆくためにはどうし

たらいいか、幅広い議論を行っていく必要がある」と言っ

ています。個人のレベルでの環境対策だけでなく法人な

どの活動が大きな影響を与えます。新しい資本主義とい

う言葉も耳にしますがそもそも資本主義は拡大再生産を

続けいてゆこうとするという本質があるので経済界の協力

を求めつつ、今後の進むべき方向について行政や立法

を担う人たちには規制と奨励によって正しいかじ取りをし

ていただきたいと願います。 

 ジェンダーニュートラルという言葉も昨年初めて聞きまし

た。ジェンダーニュートラルのトイレがニュースで紹介され

ていました。 

 ロータリーにおいても、1950年にできた標語「最もよく奉

仕する者、最も多く報いられる」があります。英語では「He 

Profits Most Who Serves Best」です。女性は存在してい

ませんでした。1989年まではロータリーに女性はいませ

んでした。先程の標語には2004年まで女性は存在してい

ませんでした。 

 この年「They Profit Most Who Serve Best」 に変わり

2010年に「One Profits Most Who Serves Best」と現在の

標語になりました。 

 話は変わりますが、シルバー人材センターという団体が

あります。これは高年齢者が働くことを通じて生きがいを

得るとともに、地域社会の活性化に貢献する組織です。

この事業は高齢者の孤独・孤立対策にも有益な事業だと

感じています。 

 カーボンニュートラルは環境権、ジェンダーニュートラ

ルは男女差別、孤独・孤立は幸福追求権の問題であり、

ひとまとめにして人権にかかわる問題と言えます。 

 今年度のRI会長のテーマは「奉仕しようみんなの人生

を豊かにするために」です。ロータリークラブと会員一人

ひとりが奉仕することでより良い社会になると確信してい

ます。 

 私は今年もロータリー会員として自分ができる奉仕を続

けてゆきたいと思います。 

 

 

 

松村君：運動と腹八分目を心がけ、健康に過ごしたいと

思います。 
川口君：新年明けましておめでとうございます。まずは、

健康第一と時間を大切に使う。これを気にとめながら、

一歩一歩着実に前進致します。 

岩橋君：穏やかに過ごせればと願っています。 

上野山（捷）君：今年も健康第一です。 

橋爪（正）君：3年前より癌との戦い。病気とうまく付き合っ

てロータリーを楽しみたい。 

中村君：コロナ禍も2年が経ちましたが、次々と変異株が

出現し、収束にはまだまだ時間がかかります。そんな

中でも、北京オリンピックでの日本選手の活躍、松山

選手のマスターズ連覇、そして、巨人軍日本一を祈っ

ております。 

岩本君：早くコロナより解放されたいですね。 

橋爪（誠）君：不撓不屈の精神で、新しいことにチャレン

ジする年にします。 

２ 

職業奉仕月間 

 幹事報告  

会長の時間  

年 頭 所 感 

委員会報告  

会員年頭所感 



中元君：コロナに怯むことなく、一年間頑張るぞ！！ 

井上君：ダイエット 

木本君：今より大きい服を着なくていいよう頑張ります。 

丸山君：今年は色んな面で前進の年として頑張ります。 

菅原君：慌てず騒がず落ち着いて一年を過ごしたい 

福原君：本年もコロナ感染症対策に努め、奉仕活動に貢

献していきたいと思います。ゴルフスコアは90切りを目

指します。 

嶋田君：昨年達成出来なかったので、今年もゴルフのス

コアを120に出来るようレッスン頑張ります。 

辻君：今年はコロナ禍に負けず、地域活動に貢献出来る

よう努めたいと思います。よろしくお願いします。 

 

 

 

寅年生まれの年男・年女の皆さん 
岩橋 行伸 君 （昭和13年） 

上野山 捷身 君 （昭和13年） 

上野山 栄作 君 （昭和37年） 

嶋田 恵 君 （昭和37年） 
 

 

会員 

岩橋 行伸 君 
 7回目の寅年を迎えました。 

 勇猛なトラではなく、少しばかりの勇気と小さな心配り

で、共に打ち解けて、幸せが来る寅年でありますように。 

 

 

  

   

  会員 

  上野山 捷身 君 
  

 

 

 新年明けましておめでとうございます。 

 年男の上野山捷身です。 

 私は57歳の時に有田ロータリークラブに入会しまして、

いつの間にやら27年余りになります。 

 平素は、あまり歳を気にしていませんが、最近は体力、

知力共に衰えを再々実感するようになりました。 

 いよいよ終活を本格的に開始しなければと思っていま

す。 

 出来うれば遅まきながらも、“終わり良ければ全て良し”

の人生を送りたいと願い、先ずは、心身の健康を維持し

ながら整理、整頓と楽しい思い出作りをしたいと思ってい

ます。とりあえず、公約未達成になっています“体重5㎏

減”に再挑戦することにします。 

 頑張ります。 

  

 

 

 

 

  会員 

  上野山 栄作 君  
  

  

 私はロータリー入会年度2011年入会です。入会11年の

初の年男所感となります。どうかよろしくお願い致します。  

 我が家は祖父も寅年、父も寅年、私も寅年でございまし

た。寅が3代続くと縁起が良いと聞いてずっと意識しなが

ら結婚。次の世代へと36歳の寅年に次女を授かりまし

た。その後、間も無くして祖父は亡くなりましたが、3匹の

寅は上野山家に存在していました。昨年、父が旅立ちま

したので現在は２匹となっています。今回、この年男所感

を頂いたことで３代の寅を調べ直してみたのですが、実

はオスが３匹は縁起が良くなく、メスの３匹が非常に良い

ということがわかりました。思い込みってとても面白いもの

ですね。しかし、結果的に寅の継承を意識した私の人生

は、結果的にとても強い家族の絆と、私の人生において

大いに意味深いものとなりました。 

 自分の寅年を思い起こせば、12歳の頃の私は、何も考

えないガキでした。当たり前だと思いますが、あの年で人

生を考えられたら、もっとマシな人間になっていたでしょ

う。 

 24歳の頃の私は、本当にバカばかりやっていました。し

かしながら、こんな時期を経て、自分の存在意義を見つ

め直すことが出来た時期でもありました。 

 36歳の頃の私は、娘2人に恵まれ、仕事に夢中な時期

でした。JC活動にも力を注ぎ、時代の波を追いかけ、こ

の頃から人生が分かりかけていた時期でした。 

 48歳の頃の私は、長男に恵まれ、家族中心の人生にシ

フトダウンしたころです。社業では社員を大切に、社員へ

の権限以上を意識しだした頃です。 

 そして今、60歳の私は、以前なら引退する年なのです

が、現在の社会情勢と自分の立場から、まだまだ現役で

いなければならない様です。発想を生み出し意義ある仕

事をしたいと考えます。人を結びつけ、相乗効果を生み

出し、地域貢献活動にも力を注ぎながら、社業の立て直

しを図ろうと考えています。 

 そして72歳に向けたビジョンは？ なかなか12年先は

考えにくいのですね。どんな人間になっているのか？ 

想像もつきませんが、私は常に若者の気持ちを理解でき

る自分でありたいと願っています。そんな70代になれるよ

う、ロータリーの諸先輩方を見習いながら、その頃も、人

生を楽しんで居られたら最高でしょうね。 

 最後に。竹に虎ということわざがあります。配合や取り合

わせが良いことを言います。2022年の虎にはどの様な背

景が調和するのでしょうか？ 時代の背景にベストマッチ

なロータリー活動も皆さんと一緒に考えてみたいと思いま

す。 

 

 

 

 

職業奉仕月間 

３ 

年 男 所 感 



 

 

   会員 

   嶋田 恵 君 
  

 

 

 今年もよろしくお願いします。 

 私は今年還暦を迎えます。信じがたい事実です。 

 自分の人生を振り返ってみると、20歳、40歳、と20年お

きに人生の分岐点があったように思います。そして、60歳

の今年はどう舵を取るか。 

 ロータリーに入会させて頂いたのも、これから先の人生

をどう生きるか？と考えた時、今まで色んな方々にお世

話になって生きてきた分、ボランティア活動という形で世

の中に少しでもお返しするのも良いかなと思ったからで

す。 

 そして、ロータリーで職業奉仕という言葉に巡り合いまし

た。“職業奉仕って何？” “私に何が出来るのか？”と考

えました。 

 今年2022年4月、高校で新しい科目が導入されます。

歴史総合、地理総合、そして家庭科（公民、公共）金融

教育です。お金を管理・運用する「家計管理」ということか

ら始まり、教育内容は保険や投資信託、具体的な金融商

品にまで及ぶそうです。 

 理由は、 

1.年金制度による生活保障が減少。 

 2,000万円問題。 

 少子高齢化に伴い公的年金制度の財政状況が悪化。 

2.成人年齢引き下げでお金のトラブルの増加予想。 

 クレジットカード作成、決済、口座開設等 

3.欧米に比べて金融教育が遅れている。 

 債権、投資信託、株式等の金融商品が家計に占める

割合は日本：14.4％、アメリカ：50.8％（アメリカではお金

の教育が充実） 

 私は今年やりたいことを見つけました！ 

 今年卒業する高校生より上の年代の方は、金融教育を

受けていません。そこで、健康経営アドバイザーとしての

活動の“マネーセミナー”を積極的に開催していきたいと

思っています！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

職業奉仕月間 

４ 

閉会・点鐘 〔松村会長〕 

日程 2月の例会プログラム 

2/3(木) 

ローテーションデー 

場所：きのくに信用金庫 

   箕島支店 

テーマ 

「地域とともに信用金庫の役割」 

2/10(木) 休会 

2/17(木) 後期IDM発表 

2/24(木) 休会 

有田市新年互例会 
日時：2022年1月5日（水） 

場所：鮎茶屋 

出席者：松村秀一会長、川口健太郎幹事 


