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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」 

橋爪(誠）君：前期活動報告、理事の皆様よろしくお願いい

たします。今日が今年最後の例会ですね。良いお年を

お迎えください。メリークリスマス＆Happy new year！ 

  

    

         〔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１６名 

（出席規定免除会員５名） 

 

〔木本副会長〕  

「今年一年を振り返って」  
 皆さんこんにちは。本日も会長欠席の

ため、内規により会長代理を務めさせて

いただきます。今日は、「今年一年を振り

返って」というテーマでお話をさせていた

だきます。 

 私にとって今年一番の出来事は、なん

といっても1月24日に夜のニュースで流れたエネオス和歌

山製油所の製油所機能停止の発表でした。2023年10月

をもって製油所の機能を停止するという内容で、県や市も

大慌てとなりました。 

 日本国内でのガソリンの消費量が大きく減り、いくつかの

製油所が閉鎖していくであろうと予測される中、次は和歌

山製油所ではないかとの噂はありましたが、つい2ヶ月前

に大きな定修工事を終えたばかりでまだ大丈夫だろうと

思っていました。近い将来にはという予測がなかったわけ

ではありませんが、この日の発表は衝撃でした。そして、こ

の発表で製油所にかかわる多くの業者が今後の方向性を

変え、小さな業者に至っては廃業を決定する所も少なくは

ありませんでした。弊社も全ての設備投資を中止して従業

員の雇用を維持する事だけを考える防戦一方の一年でし

開 催 日 
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前回の報告（第３０２７回例会） 

令和４年１２月22日(木）  

〔木本副会長〕 

 

〔橋爪（誠）SAA〕 

井上君：少し早いですがメリークリスマス！！ 

木本君：本日の前期委員会活動報告発表、宜しくお願い

致します。 

上野山（栄）君：各理事の皆様、前期活動報告よろしくお

願い致します。明日より息子のウインターカップの応援

に東京に行って来ます。 

岩橋君：よいお年を迎えて下さい。 

上野山（捷）君：前期委員会活動報告発表よろしくお願い

します。 

橋爪（正）君：井上会長、上野山幹事、半年間御苦労さま

です。会員の皆様、良いお年をお迎えください。 

脇村君：各委員長の皆さん、本日の前期活動報告よろし

くお願いします。 

中村君：コロナ爆発的流行です。感染源不明が多いで

す。皆様、特に後期高齢者は気を付けて下さい。 

岩本君：今日は冬至ですが、寒い地域は大変な雪のよう

ですね。皆様、寒さに気を付けて下さい。 

松村君：パンパカパーン パンパンパン・・・ 久しぶりに散

髪に行きました。 

川口君：本日の前期活動報告宜しくお願い致します。本

年最後の例会、皆様良いお年を。 

菅原君：前期活動報告させていただきます。宜しくお願い

致します。先日、仙台に行って来ました。教えてもらっ

た牛タンの店、大変おいしかったです。 

嶋田君：前期委員会活動報告よろしくお願いします。 

辻君：前期委員会活動報告、SAA・理事の皆さんよろしく

お願いします。 

  令和５年１月１２日 第３０２８回 

・新年例会 （於：橘家） 

 年頭所感：成川 守彦君 

・ソング：「君が代」「奉仕の理想」 

  令和５年１月１９日 第３０２９回 

・会員卓話：中元耕一郎君、川口健太郎君 

  

・ソング：「R-O-T-A-R-Y」 
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疾病予防と治療月間 

た。 

 ところが、11月24日に「和歌山製油所における持続可

能な航空燃料の製造に関する事業化調査」という発表が

あり、我々にとっても地域にとってもこれからの雇用を創

出する希望の芽だと思っています。 

 次にコロナ禍ですが、現在第8波の真っただ中ですが、

社会的に今までのような制限をかける気配はありません。 

世界的には（中国を除いて）半年くらい前からコロナ禍以

前の生活に戻っていると聞いていましたが、テレビでこれ

だけ連日感染確認者の発表をしている中、楽しそうに忘

年会や旅行をしているニュースも並行して放送していま

す。政府の経済を犠牲にしないウィズコロナを推進する

強い姿勢が感じられます。私も12月に入ってから何度か

宴会に出席しました。やっぱりみんなで飲むと楽しいで

すし、他の出席者もみんな楽しそうでした。感染は広げた

くないし、したくもないという思いはありますが、今は世の

中の潮流に流されています。 

 最後に嬉しかった事ですが、12月19日に息子が大学

院を卒業しました。来年からやっと社会人です。私も家内

も夫婦として人生をひと段落した感じです。やれやれで

す。子育てが終わった事で、家内とも新しい人生の目標

をつくりました。人生100年時代、まだまだこれからです。 

  

〔上野山（栄）幹事〕 

本日の幹事報告は特にございません。 

例会変更は後方掲示。 

1月12日、新年例会前の17時より橘家さんにて理事会を

開催いたしますので、理事役員の皆様は、バスに乗らず

にお越しください。よろしくお願い致します。 

良いお正月をお迎えください。 

 

 

※親睦活動小委員会〔辻委員長〕 

 新年例会について 

※ロータリー財団.米山記念奨学委員会 

                        〔岩本副委員長〕 

 井上修平君より米山奨学会とロータリー財団へ特別寄

付を頂きました。多額のご献金ありがとうございました。 

 

 

SAA〔SAA 橋爪誠治君〕 

 本年度の井上会長が掲げるクラブ

ターゲットは「行動を起こして徳を積

む」でございます。例会の質を高めた

いと想い、年度当初にたてた内容より

振り返りたいと思います。 

〇例会のスムーズな進行・・・会員皆様

のご協力を賜り、例会中に携帯電話

の音が鳴り響くようなこともなく、またプログラム進行も時

間配分を考え、１時間丁度の例会を心掛け半期が過ぎ

ました。 

〇良い食事・・・コロナ禍での変則的な食事発注に付き

合っていただいております、橘家様には、大変お世話

になっております。また主要命題であります、美味しい

食事のご提供にもお礼申し上げたいと思います。いつ

もありがとうございます。 

〇良い卓話・・・会長幹事のリーダーシップのもと、例会

運営小委員会の協力でコロナ禍ではありますが、リ

モートの活用なので多種多様な卓話者にご出演頂け

ていると思います。 

 

 井上会長のアイデアで、会場雰囲気作りの一環で卓話

者さんの好みな音楽を流すよう依頼を受けておりますの

で、後期引き続き頑張っていこうと思います。もし、SAAか

ら問い合わせはる時は、ご協力よろしくお願いします。 

 ロータリーソングも、新入会員が入るまでは、多岐にわ

たるロータリーソングをかけていきたいと思っています。

月頭は、国歌、奉仕の理想、2週目は当クラブよりガバ

ナー選出がスムーズになるように英語のソング『R-O-T-

A-R-Y』を、3週目は多種多様なロータリーソングとしてい

きます。 

 上野山捷身小委員長を筆頭に例会運営小委員会の皆

様と、副SAA菅原さんのサポートを受けながら、会場設営

と例会風景の動画撮影をしております。会場用次第作成

においても、副SAAの菅原さんの強力なサポートで素敵

な次第の仕上がりが可能となっております。 

 この場からですが、感謝申し上げたいと思います。 

 会員の松村さんにつきましては、会場内の空気の換気

と清浄のため大型の空気清浄機を毎回設置と撤収して

いただき、合わせて皆様にお伝えし、お礼申し上げたい

と思います。 

 後期では、シルバー人材センターの連携を強化して、

人数に合わせた席のセッティングを事務局と連携して今

後のSAA責務を楽にできればと思っています。 

 SDGsとして食品廃棄ゼロを目指すべく、毎月のメール

＆ファックスを活用して会員の例会出席の把握に努めた

いと思っています。是非、スムーズに確認取れますように

ご協力よろしくお願い申し上げます。 

 コロナの感染者急増の中でも、井上会長の目指す

WITHコロナでのクラブ運営をしてまいりました。引継ぎ、

会員各々の感染症対策を軸に、安全な例会開催を後期

も行いたいと思っております。健康第一ですので、各々

ご注意いただきますようよろしくお願いいたします。 

 最後に事務局御前さんのたくさんのサポートにも感謝

の意を表してSAAの発表と致します。 

 

クラブ管理運営委員会〔委員長 脇村重徳君〕 

「クラブ管理運営委員会」は、ロータ

リーの第一奉仕部門であり、奉仕部門

の中でも最も基礎的な奉仕活動とし

て、「例会運営」、「親睦活動」、「クラブ

広報」並びに「情報・研修」の4つの小

委員会から成り立っておりますが、ロー

タリー活動を円滑に機能させるため、小

委員会がお互いに行為と責任を自覚する中でクラブ運

営を進めて参りました。 

その内容につきましては、4つの小委員会の活動実績

としてご紹介しますが、コロナ感染対策の制約を今日ま

で続ける中で、クラブ運営は一定程度の成果を上げるこ

とができたと確信しております。これも偏に会員の皆様方

 幹事報告  

前期活動報告発表 

委員会報告  



が日ごろから慎重かつ真剣にロータリー活動に取り組ん

でいただいた結果であり、この場をお借りして厚く御礼を

申し上げる次第であります。 

それではこれから、 

① 例会運営小委員会（上野山捷身委員長） 

② 親睦活動小委員会（辻恭治委員長） 

③ クラブ広報小委員会（中村吉伸委員長） 

④ 情報・研修小委員会（上野山栄作委員長） 

の小委員会委員長4名がそれぞれの委員会活動につい

て発表させていただきますので、ご清聴方よろしくお願い

いたします。 

 

①例会運営小委員会〔委員長 上野山捷身君〕 

 例会運営小委員会の前期活動報告

です。全てコロナのせいとは言えない

かも知れませんが、なにぶん出席者が

揃いません。会原26名中、出席者は

15名か16名でしょうかと思っています。

やはり会員が揃わないと楽しい例会と

は言えないかと思っていますが、後期

にはコロナが少しは下火になり出席者

が増えたらと期待しています。 

 次にSAAの会場設営と撤収に協力が不十分であるかと

感じています.わからない備品があり、手出しが出来ない

次第です。 

 その他のことは、皆様方のご協力でどうにか進行できて

いるかと思っています。 

 後期も皆様方のご協力をよろしくお願いします。 

 

②親睦活動小委員会〔委員長 辻恭治君〕 

1）青タスキを着用し例会での受付と資

料配布を行いました。 

2）例会場で前期 ゲスト24名 ビジター

5名のおもてなしを行いました。 

3）記念行事で前期 会員誕生日13名 

配偶者誕生日8名結婚記念日9名の

お祝いと記念品を贈呈致しました。 

4）来年1月12日(木)新年家族例会の

懇親会に向けて準備作業を行っています。 

 

③クラブ広報小委員会〔委員長 中村吉伸君〕 

井上会長の方針に則り、以下の活動

を行ったので報告する。 

1）クラブ週報の作成・校正 

 例会終了後は速やかに週報を作成

し、原稿の校正は委員長がすべて

行った。卓話者には800字程度の原

稿をお願いしていたが、長文になる

ケースもあり、再度お願いすることと

する。 

 週報作成においては出来るだけ分かりやすく、見やす

い構成、文章を心掛け、適切に例会風景などの写真も

掲載するようにした。 

2）ロータリーの友誌の紹介 

 原則として第2例会に友誌の要点、注目事項を紹介し

た。担当は委員長以外の4名で順番に担当していただ

いている。 

3）広報活動 

 有田RCで行なった奉仕活動やその他の事業に関して

は、クラブHPはもちろんロータリーの友への投稿、地区

HPへの掲載などを予定していたが、コロナ禍で活動が

制限されているため、投稿、掲載例はなかった。下半

期に期待したい。 

 

④情報・研修小委員会〔委員長 上野山栄作君〕 

井上会長のクラブターゲットである

「行動を起こして徳を積む」を実践する

ために、会員はロータリー知識を深く

理解浸透しなければなりません。ロー

タリアンとしての行動や徳を熟知し、よ

り楽しい奉仕活動を行い、自己研鑽

し、ロータリーと共に充実した人生を歩

んでいただきたいと考えます。 

実施報告 

1）前年度の規定審議会で承認された制定案に基づき、

当クラブの定款を変更し、12月8日の年次総会にて報

告しました。その際、細則を一部変更し承認を頂きまし

た。 

 細則については昨年度の組織変革により大幅に変更さ

れましたので、引き続き検証し、必要に応じてブラッ

シュアップを図ります。 

2）前期IDMを実施しました。（10月12日13日 橘家にて） 

前期は井上会長のテーマ「親睦と会員増強」です。嶋田

会員増強・維持委員長にもご尽力いただきました。 

 

会員増強・維持委員会〔委員長 嶋田恵君〕 

1）7/23（土） クラブ会員増強委員長

会議に出席 

2）9/5 クラブ・フォーラムにて会員増

強について話し合いました。 

3）10/12、13 前期IDMにて皆さんの

率直な意見を出し合っていただき、

これからの会員増強について話し合

いました。 

 北畑さんと手分けして、そして川口さんにもご協力いた

だき勧誘には行きましたが、増強には繋がりませんでし

た。 

 

公共イメージ向上委員会〔委員長 上野山栄作君〕 

井上会長のクラブターゲットである

「行動を起こして徳を積む」姿を着実

に地域へ世界へと発信し、当クラブへ

の理解を深めて頂く。発信するために

は発信に値する事実が必要であること

も忘れてはなりません。 

実施項目 

１）クラブホームページの管理 

・年度はじめに、昨年度の組織変更に伴い委員会組織

を変更 

疾病予防と治療月間 

３ 



 その後、まめに出来ていません。 

2）クラブ・フェイスブックページの管理 

・例会の内容や奉仕事業、会員の紹介など随時投稿し、

品格と親しみのある団体として位置付ける 

 立ち上げたものの更新頻度が非常に少なく反省です。 

３）クラブ・インスタグラムページの管理 

・有田ロータリークラブらしい投稿 

 立ち上げたものの更新頻度が非常に少なく反省です。 

４）その他、掲げた目標はありますが、進めていない現状

です。 

 後期には事業を行う際など、しっかりと発信を進めてま

いります。 

 

奉仕プリジェクト委員会〔委員長 菅原佳典君〕 

 奉仕プロジェクト委員会では井上会

長より「奉仕事業のブラッシュアップ」

の指示を承りました。 

前期では新規事業の検討と従来事業

の継続の検討を行いました。 

 

従来事業の継続として以下の事業に

参加、企画しているところです 

社会青少年奉仕:有田川クリーン作戦への参加を行いま

した 

職業国際奉仕担当:ローテーションデーの企画、スリラン

カへの教育支援事業の立案 

  

後期に向けては職業国際奉仕事業として上記2案に加

え、さらに新たな事業の立案を行ってゆきたいと考えてい

ます。 

 

ロータリー財団.米山記念奨学委員会 
                   〔副委員長 岩本道弘君〕 

ロータリー財団 

1）会費から前期分 普通寄付：＄500 

             ポリオ寄付：＄86 

 特別寄付：2名  総額＄540 

以上の寄付金、ありがとうございます。

今後も引き続きよろしくお願い致しま

す。 

2）11月17日 西岡摩帆氏（財団学友）

「イギリスのロータリークラブでの思い出」と題し、外部卓

話をしました。 

 

米山記念奨学 

1）10月27日 凌 文彪君「五つの小鍋」と題し、米山奨学

生卓話をしました。 

2）10月米山月間、10月20日に寄付の要請をしました。 

  普通寄付：会費から前期分として26名分 78,000円 

  特別寄付：9名 総額130,000円 

以上です、誠にありがとうございました。  

 

 

 

 

戦略計画委員会〔委員長 川口健太郎君〕 

 前期活動は、委員会をまだ開催して

いません。これからの予定としては実

施事項に沿って委員会の開催を行っ

て参ります。そしてこの場をお借りしま

して、再度有田RCビジョン声明と４つ

の優先事項を皆さんにお伝えするとと

もに、これからの有田RCの未来を考え

て参ります。 

 ○有田RCビジョン声明 

 有田ロータリークラブは会員の自己研鑽と持続可能な

社会の実現をめざして協力し合い行動します。 

 ○有田RC４つの優先事項 

 持続可能な有田へ「action．１」 

 （青少年育成・域内経済循環・魅力あるまちづくり） 

 世界に良い変化を「action．２」 

 （RI推奨の国際奉仕・RI重点分野への取り組み） 

 自 己 研 鑽 「in‐club．１」 

 （多様性・積極性・高潔性・親睦） 

 適 応 力 「in‐club．２」 

 （組織変革・チャレンジ・リーダーシップ ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

   新年明けまして 

    おめでとうございまいます 

疾病予防と治療月間 

４ 

本日の 

例会風景 

閉会・点鐘 〔木本副会長〕 


