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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」 

       

         〔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４名） 

 

〔井上会長〕 

「急激な円安」 

 今月の24日はポリオデーとなっていま

す。こちらは後ほど委員会報告において

成川先生にお願いします。 

 さて、コロナが落ち着きを見せてきた今

日この頃、円ドル相場ですが急激にドル

高に進行しています。海外旅行者を迎

え入れる業者は喜ばしいことでしょうが、

海外から輸入している又は海外へ渡航する事業者は大変

だと思います。 

 そして、この円ドル相場ですが円はすべての通貨に対し

て安くなっています。10年ほど前に中国へ行った頃は1万

円で800元ぐらいだったと思います。タイでは1万円がだい

たい3500バーツ、台湾ではだいたい3500台湾ドルだった

と記憶しています。 

 さて、ロータリーレートですが100ドルを寄付したら昨年は

1万円とちょっとでしたが現在は1万5千円近くします。来月

は財団月間です。本来なら、月間に合わせてご寄付をお

願いするのですが… 

 会員皆様の判断にお任せします。  

 

〔上野山（栄）幹事〕 

1.第4回定例理事会報告 

 ①10月11月例会プログラム(案)について 【承認】 

 ②8月試算表(案)について 【承認】 

開 催 日 

THE ROTARY CLUB OF ARIDA 

 

前回の報告（第３０２０回例会） 

令和４年１０月２０日(木）  

〔井上会長〕 

 

〔橋爪（誠）SAA〕 

井上君：先日のIDM、皆様おつかれ様でした。 

上野山（栄）君：IDMリーダーのお二人様、報告よろしくお

願いいたします。 

石垣君：長い間欠席し、ご迷惑をおかけしました。 

上野山（捷）君：前期IDMの発表ご苦労さまです。 

脇村君：今日から通常例会となり良かったです。リモート

例会では、会長、幹事、SAAの皆さんご苦労さまでし

た。 

中村君：IDM発表よろしくお願い致します。成川先生ポリ

オのお話し楽しみです。先日はお世話になりました。 

岩本君：IDMは秋祭りの為、失礼致しました。 

松村君：シルバー人材センターの会員とぶっとく幼稚園に

行き、園児と一緒に花壇に花を植えて来ました。 

川口君：前期IDMの発表、嶋田リーダー、北畑リーダー宜

しくお願い致します。 

木本君：本日のIDM発表、宜しくお願い致します。 

児嶋君：前期IDMの発表よろしくお願いします。 

菅原君：リーダーさん、IDM発表よろしくお願いします。土

曜日、4万人ライブに久しぶりに行ってきました。コロナ

後に向かっていますね。 

北畑君：本日、前期IDM発表させて頂きます。よろしくお

願いします。 

橋爪(誠）君：前期IDM発表、両リーダーよろしくお願いい

たします。本日はすがすがしい秋晴れで気持ちいいで

すね。例会終わったら、空を見上げてくださいね。素敵

な一日を大切に。      

 

  令和４年１０月２７日 第３０２１回 

・米山奨学生卓話：凌 文彪 君  

 「五つの小鍋」    

・ソング：「花になろう鳥になろう」 

  令和４年１１月１０日 第３０２２回 

・会員卓話 

  

・ソング：「君が代」「奉仕の理想」 

１ 

点  鐘 

開催日 

３０２０ Nｏ． 

 幹事報告  

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  

井上 修平 

上野山栄作 

中村 吉伸 



２ 

地域社会の経済発展月間／米山月間 

 ③前期IDMについて 【承認】 

  食事について橘家さんで飲食（アル

コール含む）の確認を会員に周知さ

せること   

 ④地区立法案検討会に係る選挙人の

選任の件 【承認】 

  井上会長に選任 

 ⑤地区大会について  【承認】 

  車の乗り合わせについては幹事が担当（本日お配り

しています） 

 ⑥新年例会について 【承認】 

  1月12日夜間例会にて開催。 

  18：00 例会 19：00〜21：00 懇親会 

  予算：夜間例会の予算と合わせて30万円を使用 

  次回理事会にて内容検討 

 ⑤その他 

 1．菅原奉仕プロジェクト委員長より、ライトハウスへの卓

話についての報告。 

  東京からの交通費＋講師費三万円が発生。一旦保

留とする 

 2．皆出席記念品の扱いについて 

  現在のロータリーとそぐわないので考える必要があり。 

  次年度に申し送る 

 3．今後の例会方法における動画記録とメイキャップに

ついて 

 3-1，動画は記録しHPにアップロードする。 

 3-2，YouTube配信はやめる 。 

 3-3，動画視聴は10月20日よりメイキャップとしない。 

2.地区より 

 ①インターアクトクラブリーダシップフォーラムの案内が

届く 

  10月23日（日）高野山大学 

  菅原奉仕プロジェクト委員長にお渡ししています。 

 ②クラブ情報規定委員長会議の案内が届く 

  日時：11月12日（土）13：30〜15：30 

  場所：ホテルシティイン和歌山 

  情報・研修小委員会の上野山栄作君が出席  

 ③地区大会の事前案内・駐車場等の案内が届く 

3.米山記念奨学会より 

 ハイライトよねやまが届く。回覧します 

4.今月のロータリーレートは145円です  

5.地区会計報告 

 理事役員の皆様にはメールでのご審議をお願いしま

す。 

 今年より手続要覧はオンラインのみ（印刷物はなし）に

なります。11月中にはWebサイト内で掲載されますの

で、パソコンで閲覧できない会員のために事務局には

プリントアウトしたものを保管しておきます。 

6.古河ロータリークラブから週報が届く 

 後方に掲示 

7.海南RCより事務所移転のお知らせが届く 

8.他クラブ週報は後方に掲示しています 

9.有田2000RCより訃報が届く 

 

 

 

  〔クラブ広報小委員会 辻委員 (代読：中村委員長)〕 

【横組み】 

7～13Ｐ：特集 米山月間＆ロータリー学友参加週間 

14～19Ｐ：「友」創刊70周年特別企画 「友10年を振り返

る」 

【縦組み】 

4～8Ｐ：「デジタル時代の企業改革が会社と地域を変え

る」 

 つづく（株）代表取締役 井領明広氏  

29Ｐ：ロータリー友誌7月号「声」 

 一度ご意見やご感想を投稿しては如何でしょう。 

 

 

※インドNID活動報告〔成川（守）君〕 

 資料別添 

 

 

 

 

 

 

※ロータリー財団.米山記念奨学委員会〔児嶋委員長〕 

 10月は米山月間ですので、多額のご寄付をよろしくお

願い致します。 

 本日、米山地区別寄付を井上修平君、上野山栄作

君、松村秀一君、川口健太郎君、木本隆昭君、菅原佳

典君、児嶋正人君に頂きました。ご協力ありがとうござい

ます。 

※指名委員会〔松村直前会長〕 

 次週、例会終了後、第1回指名委員会を開催します。

ご協力よろしくお願いします。 

 

 

 

【第1班】 

 

   

  サブリーダー 

   児嶋 正人君 
 

 

 

開催日時：2022年10月12日（水）18：30～ 

開催場所：橘家 

出席者：嶋田恵(リーダー)、児嶋正人(サブリーダー)、成

川守彦（情報・研修小委員）、井上修平（会長）、橋爪正

芳、脇村重徳、中村吉伸、計7名（敬称略） 

 

ロータリー友誌の紹介  

委員会報告  

2022-2023年度 前期IDM 

       テーマ 

「親睦活動と会員増強」 

前期IDMの発表 



井上会長から2つのテーマが出されました。 

まず1つ目は 

①新年例会・親睦家族旅行の開催を今のこの状況でど

のように考え、運営していくかについて。 

・今の状況だったら行えばよいと思います。商工会議所

のうまいもんまつりも開催が決定してるし、新年例会は

大いにしたらよいと思います。 

・今の状況下であれば新年例会は良いと思う。親睦家族

旅行は様子を見ながら年明け考えればどうですか。 

・いいと思うが、新年例会の食事・お酒が気になります。

親睦家族旅行に関しても同じです。知り合いの会議で

はやはり食事は中止としています。 

・色々の対策を考えれば、新年例会・親睦家族旅行は通

常通り行えばいいと思います。 

・個人的にはOKでしたいと思いますが、どこかのクラブの

様にクラスターが出たらと思うと問題なのでどうしたもん

かなと思います。 

・今の感じでは変異株も出ていないので換気をよくして行

なえば大丈夫だと思います。 

 

 まとめますと、取り合えず理事会で前向きの方向で考え

ていくと言う事になりました。 

 

②会員増強について 

 5名の紹介者から7名の候補者が出されました。 

（S・O様、N・J様、Y・I君の息子、M・H様、N様、T・A様、

Y.K様） 

 

 会議に入る前に、井上会長から会長人選で少なくても8

年目で会長職を考えるとすると、今のメンバーでは人手

不足に陥る。必ず新入会員が必要であると発言されまし

た。 

 

・M・H様は前向きに検討します。コロナで仕事を立て直

してから入会してもらいましょう。 

・T・A様は親に話をしに行く。しかし色んな勉強をしてい

るからもう少し時間がかかるかな。 

・Y・〇様は紹介者に行ってもらうのがいいでしょう。 

・N・J様は家が野村なのでK・K君とT・K君にいってもらえ

ばよいと思います。 

・Y・K様はM・K君とY・N君で行っていただければ良いの

では。 

・N様は無理だと思います。 

・Y・I君の息子様は紹介者にお願いしたいと思います。 

 

③議題にはなかったのですが嶋田恵からこれからの活動

をどのように進めていけば良いのかについて 

・色々な意見・新たな展開の話しとかが出てきましたが時

間の都合上削除していますのでよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

【第2班】 

 

 

  リーダー 

   北畑 貴行 君 

 

 

 
開催日時：2022年10月12日（水）18：30～ 

開催場所：橘家 

出席者：北畑貴行(リーダー)、辻恭治(サブリーダー)、上

野山栄作（情報・研修小委員）、井上修平（会長）、上野

山捷身、宮井清明、松村秀一、中元耕一郎、、川口健太

郎、菅原佳典、手島政嘉、計11名（敬称略） 

 

テーマ趣旨： 

ロータリーは例会で会員同士が集うことでfellowship（親

睦）が発生し奉仕が生まれました。しかしながら、最近は

コロナ禍のため会員同士が集うことが容易にできない状

況です。そこで、IDM当日のコロナの状況下では新年例

会や親睦家族旅行はどうあるべきか？今後の活動に参

考にしたいと思いますので、できるだけ具体的にお話しく

ださい。 

会員増強についてです、9月１日の会員増強フォーラム

では嶋田会員の熱意でかなり具体的な意見が出てきたと

思います。そこで、本日のIDMにおいてお名前の挙がっ

ている候補者に具体的にどうアプローチ（誰が、何時）を

すればいいのか具体的に話を進めていきたいと思いま

す。もし、今年度入会が無理でも是非アプローチは続け

ていきたいと思います。 

 

今回は2つのテーマに沿って意見交換しました。 

 一つ目は新年例会、親睦家族旅行などの飲食を伴う例

会の開催について皆様の意見を聞かせていただきまし

た。 

意見としては概ね肯定的な意見が多数でした。 

・やるべき！進めてもらいたい 

・旅行も賛成！ 

・他の会合、会社によってはまだ、自粛の場合もあります

が、個人的には参加したい 

・「旅行行きたいな」など、思わず本音のもれる方もおられ

ました 

・10月20日からロータリー活動も通常に戻しており親睦も

通常にしていくほうがいい 

などの意見がある一方で 

・やはり個人の判断で出欠の判断をするのが妥当であっ

て、出席の強制や来ない人への批判は避けるべきであ

る 

・別の会で懇親会の責任者をされた方は、やはり１週間

ほどはクラスターなどへの不安はあったとの意見もいた

だきました。 

 

2つの議題は会員の増強についてです。 

 まずは会長から、会長経験者は8名、次の人が入ってこ

なければ大変、2回目の会長・幹事はできるだけ避けた

地域社会の経済発展月間／米山月間 

３ 



い、是非会員の増強をとの挨拶がありました。 

・意見としては現在名前の出ている方に引き続き声かけ

をする 

・知り合いを通じて入会を促す 

・できれば年上からのアプローチがいいのではないか？ 

・OBの息子さんのリストアップは？ 

などの会員勧誘方法の意見が出ました。 

一方で 

・若い人には昼の時間は難しい夜間例会も考慮してほし

い（何回かに１回は夜でも） 

・やめないように忙しい人には融通も必要 

・今すぐ無理な人には「将来的に入ってよ、他には入らな

いで」と、とにかく他の会に入るのを止めて将来に期待

する 

などの意見が出ていました。 

 どこのクラブも減少傾向の中、意見交換は大事だなと

感じました。 

地域社会の経済発展月間／米山月間 

４ 

日程 11月の例会プログラム 

11/3(木) 休会 

11/10(木) 会員卓話 

11/17(木) 

外部卓話 

西岡 摩帆 氏 

（グローバル奨学生 

    （財団学友）） 

「イギリスでのロータリーク

ラブでの思い出」 

11/24(木) 休会 

次週 

11月3日（木）は 

休会です 

本日の例会風景 

閉会・点鐘 〔井上会長〕 

 

「ロータリーにはまだ長い道のりがありま

す。このムーブメントが既に完成品だと考

える人はいかにも短絡的です。過去を見て

も、そのような考え方を正当化するものは

ありません」（1928年） 

 

「世界は絶えず変化しています。そして私

たちは世界とともに変化する心構えがなけ

ればなりません。ロータリーの物語は何度

も何度も書き替えられなければならないで

しょう」（1935年） 

 

「ロータリーが私たちにとって何を意味す

るにせよ、世界はその活動成果によって

ロータリーを知るのです」（1914年） 

 

「ロータリアンは言葉より行動に心を引か

れます」（1911年） 
 
 

「ポール・ハリスの名言10選」より引用 

本日より通常例会に戻っています。 

Youtubeはホームページ上から 

     週報と共にご覧いただけます。 



1

皆様、７３名という多数
のご参加ありがとう
がんばるぞ！

飛行時間；約９時間

飛行時間；約９時間 空港での出迎え

Bagadia
ガバナー



2

タージマハルホテル 視覚障害者の為の職業訓練所

ボンベイのロータリー活動

視覚障害者訓練所訪問

旋盤工



3

中島ＰＤＧの口述を
先ず点字のタイプライターに打ち込む

次いで、点字から、普通のタイプライターに

良くできました！

３１４０地区ＤＧ



4

製 造 品

ＧＨＡＴＫＯＰＡＲ駅の入り口
駅の改装プロジェクト



5

ポリオ一斉投与のＰＲ（駅で）

毎日、５０万人が利用する駅

満員列車



6

プラットフォームも凸凹 駅の側にもスラム

Rotary Club of Bombay Cuffe Parade
のW C S プロジェクト

集中治療室に人工呼吸器を設置する

担当医師名



7

総婦長さんと

プレスセンターにて



8

記者会見 中島ＰＧから説明

記者の皆様



9

第３１４０地区との交歓会 Ｂａｇａｄｉａガバナーより
帽子と予防衣を贈られる

第３１４０地区との交歓会 参加アクト会員と



10

８時 ホテルフロントに集合 いよいよ、出発

接種ブース 子供達



11

インド：ボンベイ
世界一のスラム街

溝と路が同じ
この先に
ブースがある

この先に
ブースがある



12

接種ブース

２
月
８
日
読
売
新
聞


