
 

 

【日   時】   2021年07月01日（木）  『第 １２１４ 回 例会』 

【会   場】   フレックスホテル     『3F・平安の間』 

【プログラム】   会長事業計画発表・理事役員 理事 挨拶 

【出   席】  (会員数)  38名  (出席者) 36名 (出席率) 94.74 ％ 

【時   間】  19：00～20：00 

 

 

【会長】 2020 年－2021 年度 会長 〈北出 誠 直前会長〉 ⇒2021 年 －2022 年度 小濱 彰男 会長へ 

【幹事】 2020 年－2021 年度 幹事 〈小濱 彰男 前年度幹事〉 ⇒2021 年 －2022 年度 脇 文彦 幹事へ 

 

 

 

 

 

皆さんこんにちは。新しい年度が来ました 希望の日です。コロナに打ち勝ち、本来のロータリーに立ち返るための日

です。原点を思い出しましょう。ロータリーの基盤は親睦にあり。ロータリーの親睦は例会に出席することから始まりま

す。例会は自己の意識を成長させる場であり、例会に出席することによって見識が広がり、こころが磨かれ、奉仕のきっ

かけを得ることができます。入りて学び 出でて奉仕、例会のゴングと共に、さぁ皆さん、私が申し上げた 日本らしい

超我の奉仕を胸に 復活しましょう。 

 

 

 

今年度、２０２１年 – ２０２２年度 会長を賜りました小濱です。 

前年度はコロナウイルスの蔓延にて三重県下もコロナ蔓延防止措置がとられ、地区プログラムも多くの例会、会長エレク

ト研修セミナー、地区研修・協議会などは中止、ＷＥＢ会議になり、地区大会は延期の末、中止という結果でした。 

また、最近では変異株のデルタ型が世界を相手に猛威を振るわせ始めています。 

ＲＩからも９月までは十分注意するよう地区ロータリーには指示が来ているようでこの２９日の3クラブ合同例会は平井
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ＡＧ、松阪ＲＣ、松阪東ＲＣさんにご相談しながらなんとか開催したいと思っております。東京オリンピック、パラリン

ピックについては賛否両論があると思いますので私見を申し上げることは控えたいと思います。 

さて、今年度のＲＩメータ会長のテーマは「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」です。そして、２６３０

地区浦田Ｇのテーマは「つねに超我の奉仕を胸に」です。 

浦田Ｇのテーマの解釈は昔の日本らしい近江商人の経営哲学から「売り手・買い手・世間の三方よし」の教えを現代風に

「世間良し・買い手良し・売り手良し」自分より社会、個人、団体を先に重んじる。もう1つは「先義後利」、人として当

然あるべき道理をわきまえ、人が守るべき道徳を1番に考え他者へ行う。利益は追及するものではなく後からついてくる

ものというもの。それが「日本らしい超我の奉仕」に通じるものであるとおっしゃっています。 

 

本年度は奉仕と名のついたテーマが多く、幸いにも私たちクラブには２７年という歴史があり、多くの語り部が見えます。

ロータリーの重要分野は６つから７つに増え、 

①平和構築と紛争予防 

②疾病予防と治療 

③水と衛生 

④母子の健康 

⑤基本的教育と識字率向上 

⑥地域社会の経済発展そして 

⑦番目に環境が追加されました。 

そしてロータリーの哲学から奉仕を学ぶ４大奉仕も追加されています。 

ロータリーの奉仕哲学５大奉仕は、 

①クラブ奉仕 

②職業奉仕 

③社会奉仕 

④国際奉仕 

⑤〈追加された〉青少年（新世代）奉仕となっています。 

これらを題材に、この１年の卓話は地区からの各地区委員長などになるべく頼らずに当クラブ諸先輩に松阪山桜ＲＣから

見たロータリー哲学を学ぶ１年にしたいと思っております。 

インパクトのある目標ではありませんが新入会員様ともう一度、松阪山桜ＲＣを勉強させていただく１年とさせてくださ

い。それにはチャーターメンバー様や古参会員様のご指導が大切となってまいりますので、よろしくお願い申し上げます。

簡単ではございますが挨拶とさせていただきます。 

 



 

①年会費（前期分）の納入をお願いします。（今週に請求書をお送りいたします） 

②今年度も配偶者の方のお誕生日当日に「多気園芸」の鉢花を届けます。お楽しみに・・・・・ 

もし届かない場合は、事務局までお知らせください。 

③ガバナー事務所が開設致しました。 

④地区大会事務所が開設致しました。 

⑤ガバナーエレクト事務所開設が開設致しました。 

⑥国際青少年交換 2022-23年度 夏期派遣学生募集の案内が届いています。 

⑦太田会員、林会員、辻会員へ 委嘱状授与致します。 

   【太田 正隆 会員】国際奉仕委員会委員 

   【林 菖蒲 会員】ポリオ・プラス小委員会委員 

   【辻 真理子 会員】多様性推進小委員会委員 

 

 

 

小濱 彰男 会長 一年間、宜しくお願いします。 

脇 文彦 幹事 初心を大切に！！ 

植松 悦子 会員 一年間、宜しくお願いします。 

太田 正隆 会員 小濱会長ご苦労さまです。今年度も宜しくお願いします。 

岡井 功 会員 本年も宜しくお願いします。 

奥村 清隆 会員 新年度です。宜しくお願いします。 

喜多 賢友 会員 宜しくお願いします。 

北出 誠 会員 小濱会長、一年間宜しくお願いします。脇幹事、一年間宜しくお願いします。 

倉田 幸範 会員 会長・幹事、宜しくお願いします。 

越山 明 会員 新会長・新幹事、宜しくお願いします。 

坂本 昇 会員 新年度、頑張ってください。 

佐藤 光宏 会員 新年度、よろしく。 

清水 三昭 会員 皆さん、一年間宜しくお願いします。 

鈴木 正之 会員 小濱君、脇君、君たちの番ですネ！ ガンバッテ下さい。 

鈴木 康 会員 明けましておめでとうございます。 

立岡 秀之 会員 宜しくお願いします。 



辰巳 拓馬 会員 新委員発足、宜しくお願いします。 

珎道 直紀 会員 二次会、宜しくお願いします。 

中村 一樹 会員 宜しくお願いします。 

西谷 満 会員 今年もよろしくお願いします。 

西村 伸久 会員 今年度は、例会がすべて開催されますように！ 

橋本 乃一 会員 宜しくお願いします。 

東川 直輝 会員 小濱会長、本年度の大役頑張って下さい。 

鴻原 光 会員 お客さんが、いっぱい来た。 

福本 和也 会員 小濱会長、宜しくお願いします。 

山舗 英資 会員 中古住宅が売れそうです。 

山下 茂紀 会員 小濱会長・脇幹事、一年間、宜しくお願いします。 

山本 修二 会員 会長・幹事、宜しくお願いします。 

以上28名様・合計金額：29,000円でした。有難うございます。 

 

 

諸事お祝い 

【7 月度・会員誕生日】 

   19 日 小濱 彰男 会員 

【7 月度・配偶者誕生日】 

09 日 田中 美智子 様 

【7 月度・ご結婚記念日】 

該当者なし 

会⻑事業計画発表 

今年度のＲＩ会長のテーマは、「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」です。 

そして国際ロータリー2630地区方針は、「つねに超我の奉仕を胸に」が地区方針です。 

この元になる言葉は「超我の奉仕」Service above Selfです。 

日本のロータリー創設者、米山梅吉翁は、この言葉を「サービス第一、自己第二」と訳したそうです。 

本年度のテーマには奉仕という言葉が多く、私たち松阪山桜ロータリークラブもロータリーの基本である 

「奉仕」という言葉にこだわった１年にしたいと思います。 

よく似た意味合いにボランティアという言葉がありますが、ボランティアは自発的に限ったものです。 

「奉仕」は自発的でない場合も含まれます。よって、会員数維持増強も大切なことで社会活動やクラブの 



運営に大きな影響を与えます。会員皆様の努力で昨年は若干数増えて、現在会員数３８名となっております。 

会員皆で新しいロータリアンを増やし、社会貢献できる仲間を育てて、奉仕するロータリークラブを持続 

したいと思います。ロータリー歴もさほど長くはなく未熟な私ですが、精一杯努力し、与えられた一年間 

を全うしたいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。 

理事役員・理事 挨拶 

 2021-2022年度・理事役員【6名】 

『会長』 小濱 彰男               『副会長』 田中 和弘 （会長エレクト） ・ 山下 茂紀 

『会計』 鈴木 康                『直前会長』 北出 誠 (SAA) 

『幹事』 脇 文彦 

 

 

 

 

    

小濱 彰男 会長 山下 茂紀 副会長 鈴木 康 会計 北出 誠 直前会長 脇 文彦 幹事 

   

 2021-2022年度・理事【9名】 

『クラブ管理運営部門』前川 佳久（副幹事）   『公共イメージ部門』鴻原 光 

『会員増強部門』丹羽 崇             『奉仕プロジェクト部門』辻 真理子 

     『支援プロジェクト部門』西村 伸久       『国際奉仕委員長』奥村 清隆 

     『環境保全委員長』宮園 隆貴          『青少年奉仕委員長』福本 和也 

『職業奉仕委員長』山本 修二 

鴻原 理事 丹羽 理事 西村 理事 奥村 理事 宮園 理事 福本 理事 山本 理事 

 

 


