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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 

ト宜しくお願い致します。 

上野山（捷）君：井上会長エレクト、本日の発表よろしくお

願い致します。 

中元君：井上会長エレクト「次期会長のための時間」よろし

くお願いします。 

橋爪（誠）君：井上会長エレクト、本日の発表よろしくお願

いいたします。次年度はwithコロナの中でのクラブ運営

となると思います。むずかしいと思いますが、井上会長

エレクトらしさで頑張って下さい。 

井上君：今日もよろしくお願いします。 

木本君：井上会長エレクト、本日の「次期会長のための時

間」よろしくお願い致します。 

丸山君：井上会長エレクト、本日お願いします。エレクトを

出来るだけサポートします。 

児嶋君：井上修平会長エレクト、本日のお話楽しみにして

います。 

菅原君：井上会長エレクト、次年度頑張ってください。 

嶋田君：井上会長エレクト、発表よろしくお願いします。凌

さん、ようこそ有田ロータリーへ。 

辻君：井上会長エレクト、本日の次期会長のための時間、

発表よろしくお願いします。 

脇村君：井上修平会長エレクト、次期会長の時間よろしく

お願いします。                                                                                                                         

 

〔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２０名 

（出席規定免除会員６名） 

 

〔松村会長〕 

「お詫びと訂正」 

 4月28日会長の時間に私が「成川守彦会員が幹事をして
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前回の報告（第３００４回例会） 
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〔丸山親睦活動委員長〕 
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〔丸山親睦活動委員長〕 

会員誕生：應地正章君（5/2）、中元耕一郎君（5/18） 

配偶者誕生：中元礼子さん（5/1）、上野山りかさん（5/16） 

結婚記念：上野山捷身君（5/1） 

 

 

 

 

〔脇村SAA〕 

松村君：井上修平会長エレクト様、お話楽しみにしていま

す。 

川口君：本日の次期会長のための時間、井上会長エレク

  令和４年５月１９日 第３００５回 

・クラブ協議会 

  次年度への申し送り 

・ソング：「それでこそロータリー」 

  令和４年６月２日 第３００６回 

・委員会活動報告 

   

・ソング：「君が代」「奉仕の理想」 
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米山奨学金授与  

ビジターの紹介 

松村会長より 

凌 文彪君に 

5月分の米山奨学金が 

授与されました。 

  中元君 上野山(捷)君 

おめでとう 

ございます！ 



いない」と成川守彦会員様のロータリー歴について事実

と異なる発言をしてしまいました。申し訳ございませんで

した。お詫び申し上げます。 

 成川守彦会員は1988－1989年橋爪隆会長年度に幹

事をされました。 

「2025年大阪・関西万博」 
 EXPO‘70の時私は中学生でした。

テーマは「人類の進歩と調和」でした。 

 そこで紹介された新しい技術は無線電

話や動く歩道などで、それらは何年も前

から実現されてなくてはならないものに

なっています。 

 大阪・関西万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデ

ザイン」人類共通の課題解決に向けて先端技術などの

英知を集め、アイデアを創造・発信するというコンセプト

です。しかし、気候変動についてあまり触れられていない

のが心配です。 

 大阪万博の正式名称は大阪・関西万博と大阪の後に

関西がついています。これは大阪へ来たら関西の他府

県にも立ち寄ってくださいね。という事だそうです。和歌

山県も高野山・熊野古道・紀南のジオパークなどの観光

資源をアピールして観光客を誘致しようと計画していま

す。県内の自治体も策を練っています。有田市ではオー

ル有田推進協議会２０２５という組織を立ち上げていま

す。有田市の観光資源は何でしょう、みかんや海産物の

一次資源・その加工品（天乙の天ぷら）ですね。地元の

食材を使った日本料理。そして「浜のうたせ」。熊野古道

や歴史ある神社仏閣もあります。あとは4月から10月に開

催されるのでマリンレジャーですね。SNSでうまく情報発

信ができるかどうかにかかっていると思います。ロータ

リーでいえば「公共イメージ向上委員会」の仕事でしょう

か。 

 EXPO70の時に比べて高速道路が伸び地下鉄も整備

されるので電車やバスで行きやすくなります。何度か会

場に行きたいと思っています。 

 

〔川口幹事〕 

本日の幹事報告4件ございます。 

・5月ロータリーレート 1米ドル／130円 

・第9回臨時理事会報告 

・地区より新旧合同「クラブ社会奉仕委員長会議」 

 5月15日開催のご案内  

・本日例会終了後、第11回定例理事会を開催致します。 

 

 

2022～2023年度  

有田ロータリークラブ クラブ運営方針 

 

 

  会長エレクト 

   井上 修平 君 
  

 

 

 私は50歳でロータリーに入会させていただきました。例

会に出席し、奉仕活動に参加し、又、多くの大会に出席

し、沢山のロータリアンと共に時間を過ごす事ができまし

た。この時間を共にすることで私の物事の考え方や見方

を大きく変えてくれたように感じます。ロータリーは人を育

てるのに最適な方法と考えます。 

 訳あって19歳で家業に従事した私はどちらかと言えば

ワンマンで、従業員は黙ってついてきてくれる社員が優

秀であると勘違いをしていました。今から思い返せば恥

ずかしい限りです。 

 次年度の森本ガバナーの基本方針に「徳を積む」とあり

ました。 

「得」ではなく「徳」なんですね。人に褒められたいからで

はなく行動を起こしましょう！ 

 ロータリーは決して精神論ではありません。行動を起こ

すからロータリーなんです。 

 次年度の有田ロータリークラブの方針は「行動を起こし

て徳を積む」です。 

 「行動」とは奉仕活動に参加するだけではありません。

参加する体力がないなら声援を送ったり掛け声をかけた

り、また資金援助することも行動の一つです。 

8.040.2. 社会奉仕に関する1992年の規定審議会声明で

以下のようにあります。 

 “ロータリーの社会奉仕とは、ロータリアンひとりひとりの

個人生活、事業生活、社会生活に奉仕の理想を適用す

ることを奨励、育成することである。この奉仕の理想の適

用を実践する中で、各ロータリークラブはさまざまな社会

奉仕活動を開発し、会員に奉仕の多大なる機会を与え

てきた。ロータリアンの指針として、また、社会奉仕活動

に対するロータリーの方針を明確に表すために、その原

則は次のようにまとめられる。 

 社会奉仕は、ロータリアンひとりひとりが「超我の奉仕」

を実践する機会である。地域に住む人々の生活の質を

高め、公共のために奉仕することは、すべてのロータリア

ン個人にとっても、またロータリークラブにとっても献身に

値することであり、社会的責務でもある。 

この精神に立脚して、各クラブに対し次のように勧奨す

る。 

1）地域社会における奉仕の機会を定期的に調査し、各

クラブ会員に地域のニーズを検討させること。 

2）社会奉仕プロジェクトを実施するに当たっては、会員

の得意とする職業上の能力や職業以外の力を生かす

こと。 

 （中略）  

10）適切であれば、地元地域社会、奉仕団体、その他諸

団体に、継続中のプロジェクトを委譲すること。そうす

れば、ロータリークラブは新プロジェクトに携わることが

可能となる。 

8.040.3. クラブと地区の社会奉仕活動への参加 

 効果的な社会奉仕をする基礎として、ロータリークラブ

会長は、必要に応じて、人間尊重、地域発展、環境保

全、協同奉仕の各社会奉仕小委員会の委員を務める

ロータリアンを任命するよう奨励されている。この小委員

会は、次のことを行うよう要請されている。 

1. 地元のそれぞれの地域の特定の相対的状況を総合

２ 

青少年奉仕月間 

 幹事報告  

次期会長のための時間 



的に調査、分析し、地域社会のニーズを確認する。 

2. 地域社会のニーズを見出すために個人的、また職業

上の立場を生かしてクラブの所在地域内を探り、社会

奉仕委員会の調査、分析を補足、強化するよう個々の

クラブ会員に勧める。” 

そこで各委員会については 

1.会長 

 会長の時間を楽しみにしてもらえるように心掛ける。 

2.SAA 

・最優先は例会が安全で安心できる場になるように。安

心安全が確保できないなら、中止の判断をお願いしま

す。 

・赤タスキ着用 

・食事中のBGMの選曲ははゲスト・ビジターに相応しい

曲を。誕生祝の日なら最年長者のリクエストとか？ 

・機材を駆使してみんなが参加できるような例会をお願い

します。 

・クールビズの実施。 

3.クラブ管理運営委員会 

 ４つの小委員会から構成される委員会です。副委員

長・委員のメンバーはこの小委員会の委員長から構成し

ておりクラブ運営の担当となります。 

①例会運営委員会 

・常に楽しい例会を心掛けてください。 

・会員が聞きたいと思う卓話者を招致してください。 

②親睦活動委員会 

・青タスキ着用 

・常に良好なコミュニケーションが図れるような企画を考

えてください。 

・例会ではゲスト・ビジターをもてなしてください。 

③クラブ広報委員会 

・楽しい、また記録として残る週報の作成 

・ロータリーの友誌の紹介をお願いします。 

④情報・研修委員会 

・新入会員や入会歴の浅い会員に対し指導と知識を伝

授してください。 

・この人はと思う人を是非卓話者として紹介してくださ

い。 

4.会員増強・維持委員会 

 幅広い人材を確保したい。増強維持の為なら各委員会

の壁を乗り越えて活動してください。適格者には試しに

例会に参加してもらったり、卓話者としてアプローチを試

みてください。 

5.公共イメージ向上委員会 

 今年度より新設された委員会です。会社で例えるなら

広報宣伝部でしょうか？ 

 ネット媒体、マスコミを使い常に発信してください。例会

の卓話者を始め関係者にはロータリーの出来事の発信

をお願いしてください。例えば、卓話者に自身のSNSで

卓話したことを発信してもらう等。そして、一人でもロータ

リーって何？と言う人がなくなるようにしてください。この

委員会の活動次第で会員増強に直結するでしょう。 

 そしてもう一つ、この委員会を使って奉仕活動ができな

いか奉仕プロジェクト委員会と協議してください。 

6.奉仕プロジェクト委員会 

青少年奉仕月間 

３ 

閉会・点鐘 〔松村会長〕 

日程 ６月の例会プログラム 

6/2(木) 委員会活動報告 

6/9(木) 委員会活動報告 

6/16(木) 休会 

6/23(木) 会長・幹事報告 

6/30(木) 休会 

 昨年までは4つの委員会が存在しましたが、今年度は

その4つの委員会を一つの大きな奉仕プロジェクト委員

会とします。 

 今までは独立していたため各委員会がどのような奉仕

活動をしようか？と考えてきましたが、今年度より、先に

様々な奉仕活動を考え出し、それがどの担当になるかを

選出します。 

 現在までの奉仕事業をブラッシュアップしてください。

引き継ぐべき事業は引き継ぎ委譲する事業は委譲する。 

各種地域団体（市役所、警察、消防、学校、病院等）と情

報共有し、何かお手伝いできることはないか？調査してく

ださい。本年度の奉仕活動でできないものは次年度への

アドバイスとして引き継げるようにします。 

7.ロータリー財団・米山記念奨学委員会 

・ロータリー財団年次基金寄付 

一人当たり 年次基金寄付：180ドル 

        ポリオ・プラス基金寄付:30ドル 

・米山記念奨学会への寄付 

一人当たり 普通寄付：6,000円 

        特別寄付：10,000円 

事務局 

 今後とも倍旧のお力添えをお願いします。 

 

 次年度のロータリーのテーマは「イマジンロータリー」で

す。 

私たちも想像しませんか？ 

奉仕と言う名の種を植えれば会員と言う名の花は咲きま

す。 

奉仕と言う名の花が咲き乱れた景色を！ 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

次週5/26（木）は 

             休会です 


