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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」 

しくお願いします。 

上野山（栄）君：新年明けましておめでとうございます。本

年もよろしくお願いいたします。実り多き年にいたしま

しょう！！ 

成川（守）君：新年おめでとうございます。本日、年頭所感

を述べさせていただきます。 

石垣（洋）君：あけましておめでとうございます。本年もよろ

しくお願いします。 

岩橋君：新年おめでとうございます。皆様には良い年であ

りますよう。 

上野山（捷）君：本年もよろしくお願いします。 

橋爪（正）君：あけましておめでとうございます。本年もどう

ぞよろしくお願いします。 

脇村君：明けましておめでとうございます。本年もよろしく

お願いします。 

中村君：明けましておめでとうございます。今年もロータ

リーライフを楽しみたいと思います。 

宮井君：新年明けましておめでとうございます。今年もよろ

しくお願い致します。 

岩本君：今年はおだやかな年でありますよう願いますね。 

成川（雅）君：本年もよろしくお願い致します。 

松村君：明けましておめでとうございます。今年もよろしく

お願いいたします。 

中元君：明けましておめでとうございます。本年もどうぞよ

ろしくお願いいたします。井上会長、上野山幹事、あと

半年頑張ってください。 

川口君：明けましておめでとうございます。本年もどうぞ宜

しくお願い致します。 

木本君：新年おめでとうございます。本日の新年例会宜し

くお願い致します。 

北畑君：本日新年例会よろしくお願いします。 

嶋田君：明けましておめでとうございます。本年もよろしく

お願い致します。 

開 催 日 

THE ROTARY CLUB OF ARIDA 

 

前回の報告（第３０２８回例会） 

令和５年１月１２日(木）  

〔井上会長〕 

 

〔親睦活動小委員会 辻委員長〕 

ゲスト：橋爪美智代さん、橋爪千恵さん、石垣よしみさん、 

    岩橋逸子さん、井上恵実さん、中村有香さん、 

    中元礼子さん、辻有美さん、上野山りかさん、 

    脇村佳世子さん 

 

 

               〔親睦活動小委員会 辻委員長〕 

会員誕生：丸山芳孝君（1/5） 

配偶者誕生：丸山初代さん（1/1）、北畑衣美さん（1/27）、 

        川口恵美子君（1/28）、辻有美さん（1/30） 

結婚記念：橋爪誠治君（1/2）、橋爪正芳君（1/3） 

       中村吉伸君（1/16） 

〔橋爪（誠）SAA〕 

井上君：新年明けましておめでとうございます。本年もよろ

  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」 

  令和５年１月２６日 第３０３０回 

・外部卓話：「未定」 

 川端宏明氏（和歌山県事業承継・引継ぎ支援センター）  

・ソング：「歓迎の歌」 
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点  鐘 

開催日 

３０２８ 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 

上野山栄作 

中村 吉伸 

ゲストの紹介 

1月結婚記念 

 （左から） 

  橋爪誠治君、橋爪正芳君、中村吉伸君 

  おめでとうございます！！ 



２ 

職業奉仕月間 

辻君：明けましておめでとうございます。本年もよろしくお

願いします。 

橋爪(誠）君：会員皆々様、あけましておめでとうございま

す。本年もよろしくお願いいたします。 

 

 

        〔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７名） 

 

〔井上会長〕 

「ファミリー」  
 遅ればせながらですが、改めまして

明けましておめでとうございます。本

年もよろしくお願いします。 

 さて、年末年始皆さんはいかがお過

ごしでしたか？遠方に行ってる家族

が一同に集まって過ごした方もたくさ

んおられたことと思います。 

 井上家では家業が忙しいため年末はいつもドタバタし

ていてその延長線上で新年を迎えるのが通年です。そ

んなドタバタでも、時にはホッとしたくテレビに夢中になっ

たり、時にはBSチャンネルで放送している昔の映画に見

入ったりもしました。 

 特に見入ったのが私が大好きな「ゴッドファーザー１～

３」です。この映画の話をしたらとても会長の時間で収まり

きらないので省略しますが内容を端的にまとめたら、イタ

リアのマフィアに追われた少年が新天地アメリカで家族

や友達、地域住民から信頼され、初代ゴッドファーザー

のビトーコルネオーネとしてファミリーを作り守ってきまし

た。そしてこのファミリーを一旦は離れていた息子マイケ

ルコルネオーネがファミリーを守るために戻ってきまし

た。このファミリーの存続のためには肉親も手にかけると

いう苦難がありました。守られてきたファミリーを力で強く

する考えの次世代ゴッドファーザーのビンセントコルネ

オーネ。この3世代のゴッドファーザーを描いた作品で

す。それぞれ、マーロンブランド、アルパチーノ、アンディ

ガルシアが熱演しています。もう一つ興味深いのは服装

です、おしゃれです。今週土曜日もパート２の後編があり

ます、お楽しみにしてください。 

 結びになりますが、今年度も折り返しとなりました、さま

ざまな活動が残っています。今年度の有田ロータリークラ

ブにみなさんのお力添えをお願いします。 
 

〔上野山（栄）幹事〕 

 新年明けましておめでとう御座いま

す。本年度の後期がスタートです。コロ

ナに負けないクラブ運営を心がけま

す。 

1.1月のロータリーレートは132円です。 

2.Rotary誌が届いています。回覧しま

す。 

3.地区より社会奉仕に関するアンケートが届いています。

菅原奉仕プロジェクト委員長にお渡しします。 

4.田辺東ロータリークラブより週報が届いています。回覧

いたします。 

5.田辺ロータリークラブより創立70周年記念ゴルフ大会

の案内が届いています。 

 日時：令和5年3月12日（日） 

 場所：白浜ゴルフ倶楽部 

 

 

 

 

 1997-98年度 

 2017-18年度 

 会長 成川 守彦 君  
 

 

 

 

 皆様、明けましておめでとうございます。 

 昨年は、コロナ禍の継続で、窮屈な生活でした。 

 今年は、コロナの終息を願います。 

 2021年、国際ロータリー理事会は、DEI 即ち、2019 年

に採択した「多様性、公平さ、インクルージョンに関する

ロータリーのコミットメントの声明」を、タスクフォースの協

力の下、さらに強化しました。 

 DEIとは、多様性Diversity（ダイバーシティ）、公平さ

Equity（エクイティ）、インクルージョンInclusion、の単語の

頭文字を並べたものです。 

 「ロータリーの DEI行動規範」 とは、 

①私たちの言動がほかの人に及ぼす影響について、私

たちは責任をもたなければなりませ ん。 

②表現の自由は大切ですが、私たちの言動には重大な

責任が伴います。 

ということです。 

 このため理事会 は、ロータリーの中核的価値観を反映

した新しい DEI 行動規範を承認しました。 

 このDEI行動規範は、誰にとっても協力的で、前向き

で、健全な環境をロータリー会員が築き、維持するのを

支える枠組みとなるものです。  

 簡単に言えば、DEI行動規範はロータリー会員に以下

のことを求めています：  

⚫ 他者を尊重する言葉を使う  

⚫ サポートを示す  

⚫ 温かく迎え入れるインクルーシブな環境を培う  

⚫ 多様性を重んじる 

 インクルージョン（Inclusion）とは、直訳すると包括・包

含（ほうがん）という意味です。包括は全体をまとめるこ

と、包含は包み込む・中に含むことを指しています。 

 ロータリーは、すべての人と尊厳と尊重をもって接し、あ

らゆる人の声に耳が傾けられる ようにし、親睦、奉仕、

リーダーシップの公平な機会を設けることに力を注いで

います。  

 ロータリーの会員は、ロータリーが多様で、公平で、イン

クルーシブな組織となることを 望み、またそうあるべきで

 幹事報告  

会長の時間  

年 頭 所 感 

出 席 報 告              



あると考えています。 

 ロータリーは、開放的なコミュニケーションを育み、学び

あい、支えあうことのできる環境を作りだすことに全力を

傾けています。 

 国際ロータリー理事会とロータリー財団管理委員会は、

多様性、公平さ、インクルージョ ンの原則を採用し、ロー

タリーはあらゆる言動においてこれらの原則に従うための

行動を 起こしています。 

 多様で、公平で、インクルーシブな組織となることで、

ロータリーでの 会員の体験がより充実したものとなり、より

有意義で効果的な奉仕プロジェクトの実施が可能となり、 

ロータリーに参加したいと望む人たちにとって魅力のある

開放的・歓迎的な環境を築くことにつながります。  

 国際ロータリー理事会は、ロータリーの文化にこれらの

価値観をしっかりと組み入れるため、ロータリー内の DEI 

の状況評価および包括的計画の作成にあたる「多様性・

公平さ・ インクルージョン（DEI）タスクフォース」を設置し

ました。 

 組織として、私たちはクラブや地域社会の多様性を受

け入れることで、より強くなることができます。  

 奉仕し、リーダーシップを発揮し、参加する公平な機会

をもたらすインクルーシブで貴重な体験ができるようにす

ることで、ロータリーはさらに効果的な組織となります。 

 ロータリーが成長し、よりダイナミックな組織になるに

は、DEI を 真 剣 に 受 け 止 め な け れ ば な り ま せ ん。 

 インクルーシブとは、「ソーシャル・インクルージョン」

（英: social inclusion）社会的包摂（しゃかいてきほうせ

つ）という言葉から来ており、社会的に弱い立場にある

人々をも含め市民ひとりひとり、排除や摩擦、孤独や孤

立から援護し、社会（地域社会）の一員として取り込み、

支え合う考え方のことであり、社会的排除（しゃかいてき

はいじょ）の反対の概念であります。出典:『ウィキペディア

（Wikipedia）』 

 「クラブで多様性、公平さ、インクルージョンを推進する

方法」 については、 

①多様性、公平さ、インクルージョンに詳しい地元の専門

家を例会に招き、卓話をしてもらう。 

②DEI の取り組みを支援する団体とつながり、プロジェク

トやイベントを共同で行う。  

③役割を任命する際には新しい人を起用し、こうした役

職に含まれることの少ない人（若い人、会員歴の短い

人、学友など）にリーダー職を勧める。  

④多様性、公平さ、インクルージョンについて対話をす

る。 

⑤このような対話は気まずさや個人的な事柄を伴う場合

があることを認めた上で、皆が学び、互いに耳を傾け、

尊重する姿勢を身につける機会になるという共通の理

解を築く。 

⑥クラブに DEI 委員会を設置し、委員を人選する際には

地域社会を反映させることを念頭に入れる。委員会は、

地元市民とともに、学び、分かち合い、奉仕できる機会

を特定する 

ということです。 

 簡単に言えば、DEI行動規範は、ロータリー会員に以

下のことを求めているのです：  

⚫ 他者を尊重する言葉を使う  

⚫ サポートを示す  

⚫ 温かく迎え入れるインクルーシブな環境を培う  

⚫ 多様性を重んじる 

 即ち、多様性Diversity、公平さEquity（エクイティ）、イン

クルージョンInclusion、です。 

 

 

井上君：ダイエットします！！ 

上野山（栄）君：「攻」本年度の一文字 

 攻めるためには準備が必要。タイミングやチーム力を整

えて本年はアクティブにトライします。 

成川（守）君：DEIをよろしく。 

 Diversity 多様性  

 Equity 公平さ 

 Inclusion インクルージョン（包摂） 

石垣（洋）君：新年明けましておめでとうございます。本年

も健康に留意して頑張りますのでよろしくお願いしま

す。 

岩橋君：ロータリークラブに入会して44年。会員歴は3番

目となりました。後何年在籍出来るか考える今日この

頃です。良い年であることを願っています。 

上野山（捷）君：今年も心身の健康を祈ります。 

橋爪（正）君：病気を克服し、旅行を楽しみたいと思って

います。 

脇村君：ルールを守り、コロナに打ち勝とう 

中村君：明けましておめでとうございます。今年こそシニ

アチャンピオンに！ 

宮井君：新年明けましておめでとうございます。まず健康

に留意し、ロータリー活動も皆様方の足手まといになら

ぬよう頑張ります。 

岩本君：早くコロナ禍の終わりを期待します。 

成川（雅）君：素晴らしい一年になりますように！ 

松村君：内臓脂肪を減らし、血管年齢を下げる。 

中元君：健康に気を付け、シングルプレーヤーを目指し

ます。 

橋爪(誠）君：唯一無二の弱者は強気で！！ 

川口君：次年度会長に向けて自身の想いを形創ります。 

木本君：今年こそ体重を減らしたいと思います。 

北畑君：昨年も書きましたがダイエットします！ 

嶋田君：今年こそまじめにゴルフレッスンに通い、スコ

アーを100きりたいと思います。 

辻君：今年は体調管理に注意し、血圧、糖尿の数値を下

げたいと思います。 

 

  

卯年生まれの年男 
 

 

 会員 

 岩本 道弘 君 

 （昭和14年） 
    

  

職業奉仕月間 

３ 

年 男 所 感 

会員年頭所感 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%9A%84%E5%8C%85%E6%91%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%9A%84%E5%8C%85%E6%91%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%9A%84%E5%8C%85%E6%91%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%9A%84%E6%8E%92%E9%99%A4


 皆様、あけましておめでとうございます。 

 私はお陰様で今年7回目の卯年を迎えることができまし

た。 

 会長様から今年は私一人であるので、何か話をするよ

うにということでございましたので、今日は後で計画があり

ますから簡単に話をさせて頂きます。 

 60年程前に東京のロータリアンの方々にご指導頂いた

ことがありますので、ロータリークラブのことを少しは知っ

ておりました。 

 農業しながら青年運動などに動き回っていましたとこ

ろ、50年ほど前に生石山の中腹にあります生石神社の神

主をやってくれと明治生まれの役員の方々から依頼され

まして家族で十分話し合いましてお引き受けすることに

なりました。 

 私は小学校4年頃から大晦日の10時過ぎに家を出て1

時間程かけて山道を歩いて生石山の中腹にあります生

石神社へ初詣にお参りして参りましたが家は浄土宗で父

は五重を受けておりましたし御大師講へも入れて頂いて

おりましたし家内は嫁いできまして間もなく在所の観音講

へ入れて頂いておりまして神職になりますと宗旨替えで

神道になりました。 

 年寄りの話の中に色々な立場で社会に奉仕しています

が、神に仕えて世の為人の為に社会に奉仕されることも

よろしいのではないかと言われまして神職の勉強をしな

がら現在に至っている訳であります。 

 私の家は農業でありましたが分家の為、借金をして耕

地を買いまして広めておりましたが、神職になりますと農

業がやってられなくなり手放して規模縮小して家族ぐる

みで神社奉してまいりましたが四社を兼務している次第

です。 

 さて、ロータリークラブについては4-50年前に色々と御

指導頂きました当時のロータリークラブと今とは大分違っ

てきているように思われてなりません。 

 私を有田クラブに紹介下さりました方々は、私の入会後

に次々に退会されまして現在も残っておられるのは橋爪

正芳さんだけとなりました。入会して一番先に不思議に

思ったことがございました。それは委員会がありますが委

員長一人が決めて報告したりしていたことです。今まで

幾つかの団体活動をしてきましたが、各委員会で議論し

たりそれらを積み上げていって役員会に計って総会等へ

提案などをして来ましたので不思議な組織だと感じまし

た。 

 又四つのテストや奉仕について立派なことを言われて

いる方々ですが、自分の事業所の利益のために心を傾

けていらっしゃる方々を見たり、また従業員の方々から色

んなお話を聞くことがありまして理想と現実は少し違うの

かなと感じている次第であります。 

 でも会員の中には事業所でロータリー精神が行き渡っ

ているのか、そこで働いている方々の奉仕の精神には感

心させられることがあります。 

 ローターアクト委員を務めさせて頂きました折、アクト会

員が少なくなってきまして皆様方にお願いをいたしまし

た。そして、私が小学校の育友会長をしておりました時の

児童が青年になり三人が入会をされました。しかし残念

ながら次の委員長の時に解散となりました。 

 また以前活動をしておりました全国の仲間の会が毎年

各都道府県持ち回りで開催されておりますが、そのメン

バーの中にはロータリアンやライオンズクラブの会員もお

りまして先年ありました当地区の騒々の折のことなど他の

県のロータリアンから聞かれました。当地区は何と不思議

な団体だなと思いました。 

 

 

 

職業奉仕月間 

４ 

閉会・点鐘 〔井上会長〕 

新年例会 集合写真 

 



 

 

 

          

          

         

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
     

 

 

 

職業奉仕月間 

５ 

            新年例会 親睦会 

龍翔天舞 
民謡歌手 津軽三味線奏者 大黒恵子氏 

津軽三味線奏者     三木久美夫氏 

ギター奏者        木下征司氏 

井上会長 

開会挨拶 

ギター奏者 

福元計一朗氏 

木本副会長 

閉会挨拶 

じゃんけん大会 


