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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 

2022-2023年度クラブ方針 

「行動を起こして徳を積む」 

 

               〔親睦活動小委員会 辻委員長〕 

会員誕生：手島政嘉君（7/12）、上野山栄作君（7/21）、 

       福原陽司君（7/23） 

配偶者誕生：なし 

結婚記念：なし 

 

〔橋爪（誠）SAA〕 

井上君：今日もよろしくお願いします。 

成川（守）君：任君、研修ご苦労さまです。 

岩橋君：本日の活動計画発表ご苦労さんです。 

上野山（捷）君：例会運営委員会の活動計画を発表させて

いただきます。 

橋爪（正）君：本年度、各活動計画発表よろしくお願いしま

す。 

脇村君：各委員長の皆さん、活動計画の発表よろしくお願

いします。 

中村君：コロナは明らかに第７波に入ったようです。例会場

の換気には気をつけて下さい。 

岩本君：今期もコロナの大変な年になるのではないかと思

われますが、役員の皆様御苦労様です。 

松村君：活動計画の発表楽しみです。集合写真の２列目

で中腰になっている色黒の人は誰ですか。 

上野山（栄）君：田鶴苑吉田様、久々の任君、凌君、ようこ

そ有田ＲＣへお越し下さいました。 

開 催 日 

THE ROTARY CLUB OF ARIDA 

 

前回の報告（第３０１０回例会） 

令和４年７月14日(木）  

〔井上会長〕 

 

〔親睦活動小委員会 辻委員長〕 

ゲスト：吉田 愉美 様（田鶴苑施設長） 

     任 泰然 様（米山学友） 

ビジター：凌 文彪 君（米山奨学生） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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」 

  令和４年８月４日 第３０１２回 

・ガバナー公式訪問 

 「ガバナーアドレス」 

・ソング：「君が代」「奉仕の理想」 

１ 

点  鐘 

開催日 

３０１０ Nｏ． 

島 海碩 書 

今月の誕生・結婚祝 

ニコニコ箱の報告 

会 長 

幹 事 
R広報委員長  

井上 修平 

丸山 芳孝 

中村 吉伸 

ゲストの紹介 

 （左）吉田様 （右）任様 

吉田施設長よりご挨拶を兼ねて、任君の施設でのご

様子をお話いただきました。 

任君にも近況報告を伺い、お土産もいただきまし

た。ありがとうございます！ 

米山奨学金授与  

 

井上会長より

凌文彪君に 

7月分の米山奨

学金が授与さ

れました。 

（左） 

 上野山栄作君 

（右） 

 福原陽司君 

おめでとう 

 ございます！！ 



２ 

 

中元君：本日の活動計画の発表よろしくお願いします。

コロナ新規感染者数が急速に増えています。体調管

理よろしくお願いいたします。 

川口君：本日の活動計画発表、委員長の皆様、宜しくお

願い致します。本日のゲスト 吉田様、任君、ようこそ

有田ＲＣへ。 

木本君：田鶴苑施設長 吉田様、任泰然君、凌文彪君、

ようこそ有田ロータリークラブへ。各委員長の方々、本

日の委員会活動計画の発表宜しくお願い致します。 

菅原君：吉田様、任君、ようこそ有田ロータリークラブへ。 

嶋田君：活動計画発表、よろしくお願いします。 

辻君：本日の活動計画発表、宜しくお願いします。 

橋爪(誠）君：吉田様、任君、ようこそ有田RCへ。任君が

施設でお世話になっているようですね。ありがとうござ

います。凌君、お久し振り！！ 

 

 

        〔例会運営小委員会 上野山（捷）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２０名 

（出席規定免除会員６名） 

 

〔井上会長〕 

 少し前の話になりますが、是非1回

目の会長の時間でお話ししたかっ

たので今日まで待っていました。 

 6月11日、有田川町に嫁いでいる

長女が2人目を出産しました。 

 昨年の10月に地元の産科の病院

に行きましたが、先生が高齢でここ

では出産はできない。医大を紹介

するとのことで、医大にかかっていました。やはり通院に

時間がかかり傍で見ていても大変そうでした。 

 そんな時、有田市立病院で産科が復活すると話があり

市立病院にかかることとなりました。 

 早産の気配があるとの事で出産まで何日か入院もしま

した。 

 娘が言うには非常に熱心な先生でマスコミ取材も受け

ていて、個人で基金を募るようなこともしているとか。 

 やはり、近くに病院があるのは安心と感じました。 

 有田市は人口減少が急加速していますが、こんなとこ

ろに人口減のストップを或いは緩やかにするヒントがある

やもしれません。 

 

〔橋爪（誠）副幹事〕 

①地区より 

1．地区より案内がありましたディスカッションリーダー推

薦について当クラブより橋爪SAAと川口エレクトを推薦

いたしました。 

  ディスカッションリーダーとはロータリーリーダーシップ

研修（RLI）略称RLI=ROTARY LEADERSHIP INSTI-

TUTE RLIの目的・・・ロータリアンとしての成長とロータ

リー観の確立を通してロータリーを活性化すること。 

  このプログラムのメリットは、全パートを終了すると一通

りのロータリーの枠組みが理解できるとともに、多くの

ロータリアンとの交流が期待できます。 

  RLIは授業ではありません。ディスカッションリーダー

によるファシリテートと参加者の自由な発言を通じて行

われる“気づきの場” “意見を尊重する場”とご理解下

さい。 

2．クラブ会員増強委員会会議 開催のご案内が届いて

います。（7月23日 和歌山JAビル）当クラブから嶋田恵

会員増強・維持委員会委員長が出席されます。 

3．第1回会長幹事会ならびにリーダーシップフォーラム

の案内が届いています。（7月24日 泉州ビル） 

②（公財）ロータリー米山記念奨学会より2022-2023年度

上期普通寄付金のお願い文書が届いています。 
 

 

 

           〔クラブ広報小委員会 應地副委員長〕 

 横書きの7ページＲＩ会長のメッセー

ジです。彼女は広報が得意のようで

す。私は元々広報不要論者でした

が、いたるところで広報広報と呪文の

ごとく言われて最近少し容認する気に

なってきました。会長のメッセージを

読むとそう頑なになる必要はないのか

なと思うようになっています。奉仕活動ということだけで考

えたらロータリーの事業を広報して賛同する人が増え

もっと大きな成果を上げたら誠に結構なことです。 

 奉仕活動をするのにロータリーでなければならないこと

はない、ライオンズでも良い、他の奉仕団体がやっても良

い。 

 でもそれではロータリーのアイデンティティはどこへ行っ

たのか？今はこんなことを区別することがおかしいので

しょうか？ 

 私たちはロータリアンなので奉仕活動をしたあと自分は

どうなったのか以前と変わったのかを見つめたいと思い

ます。これをしてこそロータリアンであると思います。広 

報するならここまで含めて広報してほしい。彼女にはもう

一歩踏み込んで広報をして欲しい。私のようなロータリー

原理主義者は思います。 

 何代か前のＲＩ会長は「ロータリーは奉仕団体である。」

と明言しました。この考えならそんなことは必要ないことに

なります。 

 We serve を唱えてロータリーを去ったライオンズは先

見の明があったのかなと思う今日この頃です。 

 そんな事を考えながら会長メッセージとそれに続くス

トーリーテラーインチーフを読みました。皆様はどう感じる

でしょうか？ 

 横書きの44ページ、日本の食卓、縦書きでは80ページ

のフレイルを興味深く読みました。 
 

 

 

※前年度幹事（川口前年度幹事） 

 本日例会終了後、前年度理事・役員会を開催致しま

す。 

 幹事報告  

会長の時間  

ロータリー友誌の紹介  

出 席 報 告              

委員会報告  



※奉仕プロジェクト委員会（菅原委員長） 

 ダメ。ゼッタイ。寄付の件 
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閉会・点鐘 〔井上会長〕 

活動計画の発表  

橋爪（誠） 
   SAA 

脇村 

クラブ管理 

  運営委員長 

例会運営 

  小委員会 

上野山（捷） 

  委員長 

親睦活動 

 小委員会 

辻委員長 

クラブ広報 

  小委員会 

中村委員長 

情報・研修 

  小委員会 

上野山（栄） 

  委員長 

本日発表されました各委員会活動計画の内容に

つきましては、後日配布します「クラブ概況」

をご覧ください。 

 

次週8月4日（木）は 

ガバナー公式訪問
です。 

 皆様、 

  ご参加ください。 

前期会費等集金のご案内 

 

  日時：8月4日（木） 

     正午～（30分） 

  場所：例会場 
 

前期会費等の集金を行います。 

ご準備の程よろしくお願い致します。 

本日の例会風景 


