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本日のプログラム 次回のお知らせ 

2022-2023年度クラブ方針 

「行動を起こして徳を積む」 

 

 

〔上野山栄作君〕 

 クラブ会員を代表して一言御礼を申

し上げます。先ずは前年度会長松村

秀一君、同幹事川口健太郎君、1年

間本当にお疲れ様でございました。特

に松村会長には2回目の会長を快く引

き受けて頂きました。当時の指名委員

長として松村さんにお願いして本当に

良かったと感謝の念に堪えません。 

 クラブターゲットは「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」でした。コロナの影響もある

中でしたが、前期21回、後期16回の合計37回の例会を実

行いたしました。これは感染症の中でも動きを止めない正

に「親睦を止めない」会長の心意気であったと思います。

コロナの期間で招聘できなかった外部卓話も積極的に取

り入れ、元米山奨学生のポンピパック・ダーラさんとのエリ

アレスな交流も行いました。特にコロナの合間を縫って

行ったクリスマス例会と3000回例会記念例会では臨機応

変な対応でリアルに会員相互の関係性を確認できた心に

残るシーンとなりました。常に状況に応じた例会レイアウト

をご自身で考えていましたね。そして、最終例会では従来
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  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」 

  令和４年７月２８日 第３０１１回 

・活動計画発表、決算・予算審議、皆出席表彰 

 

・ソング：「四つのテスト」 
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松村直前会長から 

井上会長へ 

会長エンブレムを、 

 

川口直前幹事から 

丸山幹事へ 

幹事エンブレムを 

 

それぞれ引き継ぎま

した。 

記念品授与 

井上会長より、松村会長、川口幹事に記念品が贈

られました。一年間本当にお疲れ様でした！ 

 謝 辞 



２ 

 

の対面で食事を行う例会を実行し、本年度へとバトンを

繋ぎました。この様に諦めずに松村会長がどうしても行い

たかった会員の絆つくりは「地域を照らす奉仕への基盤

づくり」であったのだと思います。 

 この一年で益々成長を遂げた松村直前会長です。ジェ

ンダーやインクルージョンの重要性も伝えて来ました。個

性を大切に、自信に満ちた松村直前会長の変革の証

が、現在のへアースタイルにも表れています。今年度は

地区ガバナー補佐の大役をお勤めになられます。益々

のご活躍を祈念申し上げます。 

 そして、川口幹事におかれては入会4年で幹事職を遂

行され、素晴らしいスピードでクラブへの貢献を行って頂

きました。持ち前の負けず嫌いの良い意味でのマゾヒス

ティックな部分が昨年度の成長を促したと思っています。

自社での立場も代表と変わる慌ただしい中で、ロータリー

活動も完璧に行ってくれました。また、そんな忙しい中で

地区のRLIDL研修にも積極的に参加され、DLの資格を

習得されたこともこれからのロータリー活動に大いにプラ

スになることと思います。 

 本年度は会長エレクトとして本会の戦略計画にも力を

入れて頂きます。益々のご活躍が楽しみです。本当にあ

りがとうございました。 

 以上、簡単ではございますが謝辞とさせて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔上野山（捷）例会運営委員長〕 

本日の会員数２６名 

（出席規定免除会員８名） 

出席会員２６名 

（出席規定免除会員８名） 

〔橋爪（誠）SAA〕 

井上君：今年一年よろしくお願いします。 

丸山君：幹事として一年間頑張りますので、よろしくお願

いします。 

松村ガバナー補佐：初例会の開催、誠におめでとうござ

います。井上会長様、一年間よろしくお願いいたしま

す。 

有田南RC様：御祝 

有田2000RC様：御祝 

(株)有田タイムス様：御祝 

和歌山特報社様：ご就任おめでとう！役員さんの活動に

期待をこめて！！地元のため、和歌山のため、奉仕の

力を結集されますことを祈念いたします！私の足首の

骨折の快気祝いを込めています！ 

理事・役員・有志：井上会長、丸山幹事、いよいよ天乙丸

の船出の日ですね！辰が濱漁港から出航する船に、

有田ロータリークラブの会員が乗船。一蓮托生で井上

船長に舵を預けたいと思います。1年の長い航海です

が、井上船長のカラーを存分に出し突き進んで下さ

い。理事、役員、会員みんなでサポートお約束いたし

ます。 

成川（守）君：1.松村会長ご苦労様でした。2.井上会長丸

の船出をお祝い申し上げます。 

石垣（洋）君：新会長及び幹事、理事役員の皆様、一年

間よろしくお願いします。 

岩橋君：井上会長、丸山幹事、新年度スタートですね。

頑張って下さい。一年間よろしくお願いします。 

上野山（捷）君：井上会長、丸山幹事、一年間よろしくお

願い致します。 

應地君：おめでとうございます。 

橋爪（正）君：井上会長、丸山幹事、役員・理事の皆さ

ん、一年間よろしくお願いします。 

脇村君：井上会長、丸山幹事の活力でコロナなどをぶっ

飛し、意義ある1年になることを願っています。 

中村君：井上会長、丸山幹事、一年間宜しくお願いいた

します。 

宮井君：井上修平会長、丸山芳孝幹事さんはじめ、理事

役員の皆さま一年間ご苦労さんです。頑張って下さ

い。私も皆様方の足手まといにならぬよう頑張ります。 

岩本君：今期もコロナで大変と思いますが、役員の皆様

御苦労さんです。 

成川（雅）君：よろしくお願い致します。 

上野山（栄）君：井上会長、丸山幹事、本年度よろしくお

願いいたします。有田南RC 赤田会長、松下幹事、有

田2000RC 芝会長、森幹事ようこそお越し下さいまし

た。 

中元君：例年通りのコロナ禍でのスタートとなりましたが、

井上会長、丸山幹事、体調に気を付け、共に頑張りま

しょう。御指導のほど宜しくお願いいたします。 

橋爪（誠）君：有田南RC 赤田会長、松下幹事、有田

2000RC 芝会長、森幹事、松村ガバナー補佐、本日

は有田RCへお越し頂きありがとうございます。井上会

長、丸山幹事、楽しい一年になりますように。 

川口君：昨年度は皆様には、大変お世話になりありがとう

ございました。本年度、井上会長、丸山幹事、ロータ

委嘱状授与  

出 席 報 告              

ニコニコ箱の報告 

地区より委嘱状が届きましたので、井上会長より

授与されました。 

松村秀一君：ガバナー補佐 

      財団資金管理小委員会 

上野山栄作君：地域社会奉仕委員会 委員長 

       社会奉仕委員会 委員 
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川口健太郎君：青少年・ライラ委員会 委員 

㊗全員出席‼ 



リーを楽しんで下さいね。頑張って下さい。 

木本君：有田南RC 赤田会長、松下幹事、有田2000RC 

芝会長、森幹事、和歌山特報社 桝井様、有田タイム

ス 山本様、ようこそ有田ロータリークラブへ。井上会

長、本日の初例会宜しくお願い致します。 

児嶋君：井上会長、役員の皆様、初例会おめでとうござ

います。1年間よろしくお願いします。又、ゲストの皆

様、本日の出席、誠にありがとうございます。 

菅原君：井上会長、丸山幹事、いよいよスタートですね。

一年間宜しくお願い致します。 

北畑君：本日、初例会の開催、おめでとうございます。 

嶋田君：ゲストの皆様、ようこそ有田ロータリークラブへ。

井上会長、丸山幹事、1年間よろしくお願いします。 

辻君：井上会長、丸山幹事、初例会おめでとうございま

す。一年間よろしくお願いします。 

手島君：丸山会長、井上幹事、一年間よろしくお願いしま

す。 

 

 

 2022-2023年度 

 有田ロータリークラブ 

 会長 井上 修平 君 
     

 

 

 

      “行動を起こして徳を積む” 
 

 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

大勢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に対する考え方や見

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

育てるのに最適な環境と考えます。 

 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。今から思い返せば大

変恥ずかしい限りです。 

 次年度の森本ガバナーは基本方針のなかに「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運営方針は「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 

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。 

とあります。 

 

 そこで、今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！ 

 

 ロータリーの誕生はシカゴ市にあるユニティビルの711

号室に、鉱山技師のガスターガス・ローアの事務所があり

ました。1905年2月23日の午前、その軍務所で主人公の

ローアと彼の友人の洋服商ハイラム・ショーレイが世間話

をしていました。昼を少し過ぎた頃弁護士のポール・ハリ

スが、彼の友人である石炭商のシルベスター・シールを

伴って訪ねて来ました。この4人がロータリー創立の日に

集まった、有名な4人の人物であります。 

 集った4人の友人達の話題は、ポール・ハリスが以前か

ら、シルベスターやガスターガスに話していた社交クラブ

の結成についてでありました。ハイラムはガスだけの友人

でポールの議を聞くのは初めてのことだったようですが、

友人を沢山つくってお互いに商売上の利益を得るように

しよう、というポールの提案を一番関心をもって聞いてい

たと伝えられています。 

 ロータリーは、一人のアメリカ人のビジョンによって始ま

りました。その人の名は、ポール･ハリス。シカゴで弁護士

として働いていたハリスが、世界初のロータリークラブ（シ

カゴ・ロータリークラブ）を設立したのは、1905年2月23

日。さまざまな分野の職業人が集まって知恵を寄せ合

い、生涯にわたる友情を培うことのできる場をつくること

３ 

 

会長就任挨拶とクラブ運営方針の発表 



が、ハリスの夢でした。 

 私はふと昔読んだ漫画を思い出しました。 

 「じゃりン子チエです」 

 ひもじい、寒い→温かい食べ物など 

 一人→一緒に誰かと 

 中華圏の国に行けばこんにちは、ごはん食べた？と初

対面の人にも聞いてきます。 

 つまり、直接我々が奉仕できなくても、環境さえ整えば

奉仕は自然発生するのでしょう。 

 規定審議会があるごとに定款細則が薄くなっていきま

すが（決まりが少なくなっていく）ロータリーの本質さえ

守っていけばロータリークラブではないでしょうか？ 

 頭の有田を付けることで縛りがきつくもなったりゆるくも

なったりする。 

 きつくやゆるく＝特色です。 

 会員の特徴に合わせてこの特色を変化させたらいいの

ではないでしょうか？ 

 その変化ですが、SAAの橋爪さんに無理を言って、今

日のBGMは都はるみのアンコ椿は恋の花、北の宿から、

そして大阪しぐれにしてもらいました。 

 都はるみと言えば、日本の女性元演歌歌手、元音楽プ

ロデューサー。本名・北村 春美（きたむら はるみ）。京都

市生まれ。レコード会社は日本コロムビアに所属。所属

事務所は「コロムビア音楽芸能」、「サンミュージックプロ

ダクション」、「プロデュースハウス都」を経て再びサン

ミュージックに。血液型はB型。「はるみ節」と呼ばれる独

特の力強い歌唱法を持ち、昭和後期を代表する国民的

演歌歌手として数多くのヒット曲を世に送った。 

 この3曲は歌唱方法が違います。 

 はるみ節と呼ばれる力強い歌唱 アンコ椿は恋の花 

 はるみ節ではないが力強い歌唱 北の宿から 

 今までにはないサラッと 二人の大阪 

 すべて、女心を歌い上げています。 

 歌詞とメロディーと時代の世情に合った歌唱法で歌い

上げたのでヒットした。 

 我々会員が作詞家であり作曲家であり歌手です。時に

は歌唱方法も変化させ時代に合った奉仕という名のミリ

オンセラーを世に出したいです。 

 今年もよろしくお願いします。 

 

 
 

 

 

 2022-2023年度 

 有田ロータリークラブ 

 幹事 丸山 芳孝 君 
 

 

 

 歴史と伝統ある有田ロータリークラブの幹事を仰せつか

り身の引き締まる思いです。今年で入会７年目を迎え、

ロータリー歴の浅い？私が幹事職を務めることができる

か不安ですが、新しい職務を与えていただいたことを

チャンスと捉え、力不足ですが会員の皆様のお力をお借

りして精一杯やらせていただきます。 

 ところで私なりに「ロータリークラブの幹事とは」資料を

勉強しました。それによりますと、「ロータリークラブは社

交クラブであり、社交クラブというものは、会員各自が我

が儘を十二分に尊重される社会体であります。したがっ

て、ロータリークラブには団結力がありません。あるもの

は、一人ひとりの良質な主体性であります。 

 したがって、ロータリークラブは、組織体としては、非常

に弱いのであります。」と記されていました。そこでこの弱

い組織体を維持するためにはクラブ幹事が、その弱さを

一身に吸収できるだけの管理権限を持っていなければ

ならないとのことです。私自身のそのような管理権限を持

てるかどうか不安がありますが、その精神を肝に銘じて幹

事職を務めさせていただきます。 

 そのようなことから、幹事として井上会長のクラブ運営方

針による各委員会の活動を縁の下の力持ちの精神で支

え、また幹事としての決められた任務をこなすことは当然

の事として、偶発的に発生する事柄についてはスピー

ディーに対処することが重要と考えています。 

 またその判断基準は常に「四つのテスト」 

 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 

に照らし合わせることを忠実に守ります。 

 近年のコロナ騒動で人と会わない時間を過ごすことが

増えましたが、私は、人間は人と人との交流で自身を成

長させるもとと考えてます。コロナの終息を見据えることが

可能と思えてきた今こそ、あらためて人と人との交流、

ロータリークラブが大切にしている会員相互の親睦を図

る時期と思っています。 

 今年度は、コロナ騒動で止まっていた時を進めて非日

常から日常への生活の転換、有益な時間の共有、その

他元々ロータリークラブが持ち合わせていた魅力を取り

戻す活動の一助を担う為に幹事として尽力したいと思い

ます。何分不慣れではございますが、この一年皆様の

ロータリーライフが充実し、楽しく過ごしていただけるよう

少しでもお手伝い出来ればと思っています。皆様のご協

力、ご支援のお願いを申し上げまして簡単ですが、幹事

就任の挨拶とさせていただきます。 

 

〔丸山幹事〕 

１．地区より 

①2021－2022年度豊岡ガバナー事務所閉所のお知ら

せ（6月末日） 

②2022－2023年森本ガバナー事務所開所のお知らせ

（7月1日～） 

③クラブ会員増強委員長会議の案内 7月23日（土）和

歌山JAビルにて開催 

④ 和 歌 山 南 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ の 野 村 壮 吾 氏 が

2024－2025年度ガバナーノミニーに確定の報告 

2．米山記念奨学会事務局より「出国中の近況報告」提

出方法の変更についての案内 

3．ロータリー文庫運営委員会より新年度に当たり各クラ

ブへの文書配信のお願い 

 

４ 

 幹事報告  
幹事就任挨拶 



4．第1回定例理事会報告（7月4日11時30分～） 

 ①クラブ運営方針 

 ②組織図 

 ③委員会活動計画 

 ④年間行事予定 

 ⑤年間プログラム概要 

 ⑥7、8月の例会プログラム 

 ⑦初例会次第 

 ⑧収支予算と期首会費 

 ⑨取引金融機関 

 ⑩各種お祝い品と直前会長、幹事への記念品 

 ⑪緊急連絡網 

 ⑬例会昼食担当 

 ⑭ガバナー公式訪問日、クラブ協議会の日程 

 ⑮ダメ・ゼッタイ運動（薬物）募金協力 

 ⑯HPの修正 

【全項目承認】 

5．ロータリーレートは１ドル136円 

6．有田RCクラブより 

  ・石垣泰伸会員が6月30日付けで退会 

 

 

 

第2640地区第2分区ガバナー補佐 松村 秀一様 

 2022-2023年度初例会の開催お

めでとうございます。 

 有田ロータリークラブの今年度の

活動は有田川クリーン作戦から始ま

り本日の初例会を迎えました。先日

は18名の出席今日は全員出席であ

ります。 

 有田ロータリークラブの皆さまの今

年はコロナがあってもしっかりロータリー活動をやるぞと

いう意気込みを感じております。 

 井上会長様、丸山幹事様1年間よろしくお願いします。 

 

 

 

有田南RC会長 赤田 修己 様 

 有田ロータリーク

ラブの皆様こんに

ちは。 初例会の開

催誠におめでとう

ございます。私 有

田南ロータリークラ

ブの今年度会長を

拝命しました赤田

と  幹事の松下で

す。本日はお招きいただきありがとうございます。井上会

長、丸山幹事ご就任おめでとうございます。 

 また先日は私共の初例会にお越しいただきありがとうご

ざいました。有田ロータリークラブ様には 前回の会長  

幹事の時  等に数回お邪魔させていただきましたが、い

つお伺いしても例会の雰囲気は 和気会いあいの中にも 

一本筋の通った、ピリッと引き締まっている感じがします。

私も見習っていければと思います。有田三クラブお互い

に仲良く 協力し合いながら ロータリークラブの存在感を

より一層高めていければと思います。今後ともご指導よろ

しくお願い申し上げます。本日はおめでとうございます。 

 

 

 

有田2000RC会長 芝 毅 様 

 初例会おめでとう

ございます。心より

お喜び申し上げま

す。 

 井上会長  丸山

幹事ご就任おめで

とうございます。 

 昨夜は、私共のク

ラブにお越し頂き

ご祝辞を頂き有難うございました。 

 本日御招き頂きましたことを厚く御礼申し上げます。 

 有田3クラブが益々親交を深め、素晴らしい一年となり

ますよう祈念し今後とも、ご協力、ご指導宜しくお願い申

し上げます。 

 

 

 

※奉仕プロジェクト委員会（菅原委員長） 

 7/3 有田川クリーン作戦 

 17名のメンバーに参加いただき、雨の中無事に終える

ことが出来ました。皆様、ご参加ありがとうございました。 

※前年度幹事（川口君） 

 次週7/14例会終了後、前年度理事会を開催致します。 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

５ 

閉会・点鐘 〔井上会長〕 

有田2000RC会長挨拶 

委員会報告  

  
来週  7/21（木）は 

           休会です 

有田南RC会長挨拶 

ガバナー補佐挨拶 



 

 

 

６ 

 

2022-23年度初例会 集合写真 
（初例会は全員出席でした それでこそロータリー！） 

有田川クリーン作戦 

2022年7月3日(日) 

AM7：00～ 


