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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 

橋爪（誠）君：松村会長、コロナ禍で制限多き年度でした

が、2回目の会長職、ご苦労様でした。川口幹事も一年

間会長のサポート役、ご苦労様でした。 

井上君：今年一年間お世話になりました。皆さん、来年ヨロ

シクお願いします。 

木本君：松村会長、川口幹事、役員、理事の皆様、一年

間有難うございました。本日の最終例会、宜しくお願い

致します。 

丸山君：会長・幹事報告お願い致します。一年間おつか

れ様でした。 

菅原君：松村会長、川口幹事、一年間お疲れ様でした。 

嶋田君：松村会長、川口幹事、一年間お疲れさまでした。 

辻君：今年度最終例会、松村会長はじめ役員の皆様ご苦

労様でした。会長・幹事報告よろしくお願いします。 

脇村君：松村会長、川口幹事、一年間どうもありがとうござ

いました。    

                                                                                                                             

〔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２３名 

（出席規定免除会員８名） 

 

 

 

〔松村会長〕 

 6月14日有田南ロータリークラブの45

周年記念例会に行ってまいりました。有

田南クラブさんはニコニコ献金を原資に

して地域社会に積極的に貢献されてい

るクラブであることが良くわかりました。 
 

 

開 催 日 

THE ROTARY CLUB OF ARIDA 

 

前回の報告（第３００８回例会） 

令和４年６月２３日(木）  

〔松村君〕 

 

〔脇村SAA〕 

松村君：一年間お世話になりました。あり

がとうございました。井上君にバトンを

お渡しする時がやってまいりました。 

川口君：本日は最終例会です。会員の

皆様には、本年度大変お世話になり、

ありがとうございました。そして、幹事

報告させて頂きます。宜しくお願い致

します。 

石垣（洋）君：松村会長様、川口幹事様はじめ理事役員

の皆様、一年間御苦労様でした。会長様、御礼ありがと

うございました。 

岩橋君：松村会長、川口幹事はじめ理事役員の方々、御

苦労さんでした。 

上野山（捷）君：会長、幹事その他の皆様、一年間お世話

になりました。 

橋爪（正）君：松村会長、川口幹事、役員の皆さん、コロナ

との戦い、一年間御苦労さまでした。 

中村君：松村会長、川口幹事、コロナ禍での1年、お疲れ

様でした。 

宮井君：松村会長、川口健太郎幹事、一年間ご苦労さん

でした。松村会長、記念品ありがとうございます。 

岩本君：会長、この度は記念品有難うございました。 

成川（雅）君：いつもお世話になり、ありがとうございます。 

上野山（栄）君：先月からご迷惑をおかけしました。松村会

長、役員の皆様、おつかれさまでした。 

中元君：松村会長、川口幹事、一年間おつかれさまでし

た。本当にありがとうございました。 

  令和４年７月７日 第３００９回 

・初例会 

 新旧引継ぎ   

・ソング：「君が代」「奉仕の理想」 

  令和４年７月１４日 第３０１０回 

・活動計画発表 

   

・ソング：「それでこそロータリー」 

１ 

点  鐘 

開催日 

３００８ Nｏ． 

会長の時間  

島 海碩 書 

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 



〔川口幹事〕 

本日の報告事項5件ございます。 

・地区より、新旧クラブ職業奉仕委員長

会議のお知らせが届いています。 

・ハイライトよねやま267号が届いていま

す。 

・地区より、ウクライナへの支援活動報

告依頼。 

・地区より、メイキャップ推進手帳が届いています。 

・地区より、2024-25年度 RI2640地区 ガバナーノミニー

確定宣言が届いています。 

 

 

※情報・研修委員会（中元委員長） 

 2022年規定審議会の件 

※次年度社会奉仕担当（中元副委員長） 

 有田川クリーン作戦の件 

 7/3（日）AM7：00 ファミリーマート前河川敷 

※次年度幹事（丸山君） 

 1．第5回次年度理事会の開催 

 2．7/7（木）初例会後、クラブ協議会を開催します。 

 

 

 

 

 

 2021-2022年度 

 有田ロータリークラブ 

 幹事 川口 健太郎 

 

 
 

「1年を振返って」 
 まずは、理事・役員並びに会員の皆さま、事務局御前

さんには何かとご協力頂くと共に大変お世話になりまし

た。皆さんの協力のもと役を全う出来たかと思いますが、

当初は何を行えば良いのかわからず見よう見まねだった

かと思います。そこから皆さんから指摘を頂き、役割が見

えて来たように思います。役割上、例会への参加が必須

であることが時間を作る練習となり、コロナ禍に於いてリ

モート併用で理事会を行った結果、仕事上でもリモートを

多用する機会となり仕事とロータリーの繋がりを感じまし

た。 

 またコロナ禍により他クラブでは休会が当然の事となっ

ていましたが、当クラブでは前年度から引き続き行われ

ていたYouTube配信により休会することなく、例会開催数

が3000回という他クラブにも稀に見る回数を達成できたこ

とも、どうしたら継続出来るのかを考え、行動した結果と

捉えています。これも出来る方の協力により行えた成果

であり、私たちが当たり前としている固定概念が覆った瞬

間だったと思います。このことは私自身有田クラブの会員

で良かったと改めて感じさせて頂きました。 

 

 

【報告事項】 

○理事会について、12回の定例理事会、9回の臨時理

事会、5回の次年度理事会、1回の次年度臨時理事会

を行いました。心がけたことは、事前にメールにて資料

内容を送付させて頂きました。また１週間はあっと言う

間に来ますので、理事会議事録を開催日当日にメール

で送付致しました。至らなかった点は、出欠者の確認と

出席を促す事です。 

○例会での幹事報告について、当初はぬける事が多々

ありましたが後半は出来たのではないかと思っていま

す。今回良かった点は例会の進行にパワーポイントを

利用していましたので、事前にまとめる事が出来まし

た。 

 （報告内容はＲＩ、地区、他クラブからの連絡事項、月初

ロータリーレート報告、理事会開催翌週に理事会内容

報告、回覧物への対応。） 

○各委員長には議案提出依頼をさせて頂き事業に支障

がないよう心がけました。 

 

 

 

 

   

  2021-2022年度 

  有田ロータリークラブ 

  会長 松村 秀一 

 

 

 
「会長報告」 
 昨年7月はコロナ禍2年目に入っていました。今年度も

大なり小なりコロナ感染症の影響があると予想されまし

た。クラブとして事業ができなくても、会員一人一人が仕

事で人と会うとき、近所の人と接する時などにいつも以上

に相手の人に笑顔になってもらうことを意識することで地

域を明るくして、みんなの人生を豊かにできると考えまし

た。 

 それで「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」というクラブターゲットを掲げました。 

年度の後半にはワクチン接種の効果などでコロナが収

まってくると楽観していましたが、変異株の感染力の強さ

の前にほとんど何も事業ができませんでした。 

 また、1名の退会者が出てしまいましたことが残念です。 

 この1年を振り返りますとまず。 

SAA 

 コロナの感染状況、出席者数を考慮し毎回座席配置や

食事を会場でするのか否かを検討し細やかな対応をして

いただきました。何度か補助金を活用し会場を橘家さん

に変更して例会開催をしていただきました。 

例会 

 会員卓話を主体に例会プログラムを組んでいただきま

した。卓話をしていただいた会員のご協力に感謝申し上

げます。外部卓話は御前明良氏、前田悦雄教育長、寺

２ 

ロータリー親睦活動月間 

 幹事報告  

委員会報告  

会長・幹事報告 



田尚平氏、米山奨学生のオウセイカンさん、ポンピパッ

ク・ダーラーさんにリモート参加していただいたこともあり

ました。女性会員、若い人の会員が少ないので、外部の

卓話者はなるべく若者と女性に卓話してもらうようにしま

した。三木恵理加氏、緒方公一氏、田中恵子氏、西村ヤ

スハル氏、末吉亜矢氏にお越しいただきました。 

 例会運営委員会、親睦活動員会、ロータリー広報委員

会にお世話になりました。 

前期IDM 

 「事業費を創り出す新たな事業を検討する」をテーマに

してご意見をいただきました。情報・研修委員会にお世

話になりました。 

クリスマス懇親会 

 コロナの感染が収まったタイミングで懇親会を開催して

いただきました。準備する期間が十分でない状況で親睦

活動委員会さんにちゃんと準備していただきました。 

ローテーションデ― 

 完璧な準備をしていただきましたが、感染急拡大の時

期となり急遽中止になりました。その後、卓話をしていた

だく予定だったきのくに信用金庫常務理事緒方公一氏

に例会場で卓話をしていただきました。職業奉仕委員会

さんご苦労様でした。 

後期IDM 

 テーマは「適正な年会費」でした。書面でアンケートに

回答していただき会員の意見を募りました。巧みなアン

ケートの問いかけで会員のお考えご意見が明らかになり

テーマに対するクラブの方向性が明確になったと思いま

す。情報研修委員会と各リーダーさんありがとうございま

ロータリー親睦活動月間 

３ 

閉会・点鐘 〔松村会長〕 

した。 

戦略計画委員会 

 「より良いクラブ運営を目指すために」というテーマでク

ラブフォーラムを開催。事前のアンケートによって会員の

意向を踏まえて国際ロータリー推奨のクラブ委員会組織

への変更の必要性をご理解していただきました。 

情報・研修委員会 

 クラブフォーラムの結果を受けて、有田ロータリークラブ

細則の変更案を作成いただきました。この細則変更は

3000回達成記念例会の場で例会場出席者20名全員の

賛成で承認されました。 

 また、2022年規定審議会による変更のうち、クラブに関

する重要な変更について紹介していただきました。 

3000回例会達成記念例会 

クラブ奉仕委員会の上野山委員長が中心になって開催

して頂きました。動画も制作していただきました。ホーム

ページでこの動画が閲覧できるようにすれば会員増強も

しやすいのではないでしょうか。 

 

 会員の皆様のご支援ご協力のおかげで、無事に最終

例会を迎えることが出来ました。心から感謝申し上げま

す。 

 ありがとうございました。 

2021-22年度 有田ロータリークラブ最終例会（松村秀一年度） 


