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2018年 ７月 第３週 

  

  ２０１８年 ７月２０日（金） No.２７２４ 

 第２７８０回 例会 

 ○ ソング「夏の思い出」 

 〇 樫畑 直尚 ガバナー 公式訪問 

 

 ７月２７日（金） 

 ○ ソング「ロータリーって何だろ」 

 〇 クラブフォーラム 

    「委員会事業計画発表」 

 四四 つつののテテスストト  （言行はこれに照らしてから）  ⅠⅠ真真 実実かか どどううかか  ⅡⅡみみんんななにに公公 平平かか  ⅢⅢ好好 意意 とと友友情情 をを深深めめるるかか  ⅣⅣみみんんなな ののたためめ ににななるるかかどどううかか   

2018-2019年度 RI会長 バリー・ラシン 「 BE THE INSPIRATION 」 

事務所 〒640-8215 和歌山市橋丁23 

          Ｎ-4ビル 2Ｆ 

 TEL(073)423-8822  FAX(073)423-8821 

 http://www.wminamirc.jp/ 

例会場 〒640-8156 和歌山市七番丁26-1 

 ダイワロイネットホテル和歌山 TEL(073)435-0055 

例会日 毎週金曜日 12時30分～13時30分 

前週の報告  ２０１８年 7月１３日（金） 

出席報告    会員８１名（出席規定適用免除会員１０名） 

 ７月１３日   出席６２名  ホームクラブ出席者７６．５４％ 

 ６月２２日   出席総数出席６７名（免除会員含み）確定出席率：８５．９０％ 

          （会員８０名 出席規定適用免除会員９名（内出席７名） 

会長報告 

幹事報告 

ガバナー     樫畑直尚 

 バリー・ラシンRI会長がご自

分のテーマ「インスピレーショ

ンになろう」について語る映像

をご覧いただきました。ロータ

リ ー 活 動 を 通 じ て、世 界 の

人々に『ひらめき』を与えましょ

う。ロータリーはそういう役割を

担いましょう、ということだと理

解します。 

 樫畑ガバナーの地区活動方

針、地区スローガンは、「ロータリークラブを楽しもう」です。

これは、来週、ガバナー公式訪問ですの、この地区活動方

針は樫畑ガバナーから直接お聞きすることとしたいと思い

ます。 

 RI会長方針、ガバナーの地区活動方針を受けて、当クラ

ブ三木年度のクラブ活動方針は、先週就任の挨拶の中

で、クラブテーマ「ロータリーを伝える」についてお話しをさ

せていただきました。本日皆さまのボックスの中に、活動方

針のペーパーをお入れしていますので、ご覧いただきたい

と思います。 

 さて、この活動方針を受けて、各委員会の皆様に活動計

画を練っていただきました。その委員会の活動計画を今日

と、再来週にわたって発表いただくことになります。各委員

長様方よろしくお願いいたします。 

 そして、８月第一例会は、柴田幹事の予算説明を予定し

ていますが、委員長の中で、２～３分の時間では事業計画

を語りつくせない、もっと時間がほしいという委員長さんが

いらっしゃれば、８月第一例会時に時間を作りますので、

お申し出ください。 

 それでは、以上をもちまして会長報告といたします。 

ビジター 

大阪帝塚山RC・・・・・・・・・・・・・・・・・・1名 

①ロータリー手帳を受付に置い

てますので、必要な方はお持ち

帰りください。  

②大桑さんが、ハワイ、ワイキキ

RCにメイキャップされました。メイ

キャップ時の写真をニコニコ掲示

版に貼りだして、おります。 

③ ガバナー公式訪問開催につ

いて。来る７月２０日（金）に樫畑

直尚ガバナーをお招きしての、公式訪問となります。 会員

皆様の例会出席を宜しくお願いします。 

④ 西日本豪雨被害の募金箱を廻しておりますので、ご協

力宜しくお願いします。 

⑤ ７月２２日の紀ノ川河川敷清掃活動の出席表、納涼家

族会の出席表と本年度の会員名簿案を廻しますのでご確

認して下さい。 



 

 

２０１８－２０１９年度テーマ：「 ロータリーを伝える 」 

委員会 基本方針・活動計画 

クラブ奉仕委員会 

会員選考委員会 

第一ビジター 

今年度第１ビジターで

お越し頂きました大阪

帝塚山ロー タリークラ

ブ：新井文三様に三木

会長より記念品をお渡

し致しました。 

地区出向 

地区より豊田会員・角谷会員・北畑会員・前窪会員・野島

会員・水城会員に委嘱状が届きましたので三木会長より

お渡し致します。 

豊田泰史会員 

ガバナー補佐／ 

地区戦略委員会副委員長 

連続出席表彰 

嶋谷浩男会員２２年  

委員長 小野正克 

〈クラブ奉仕プロジェクト 

 担当理事〉 

基本方針  

三木会長のテーマ 「真の意

味の（親睦）と充実した（奉仕）

を実践」より充実したクラブを

目指すために（ロータリーの理

解を深める）又（ロータリーを伝える）という考えに沿って会

員同士の関係を深めロータリーを楽しみながらクラブ作りを

目指します。 

委 員 長 野村 壮吾 

副委員長 橋本 忠美 

委  員 有田耕一郎 

委  員 畠中 耕作 

基本方針 

会員に推薦された方につい

て、人 格、職 業、社 会 貢 献 活

動歴など当ロータリークラブの

会員として適格性を有する方

か否かを調査し、その結果を

理事会に報告する。 

雑誌広報委員会 

 井口善隆委員長 

ロータリー友の会７月号について、ご

紹介申し上げます。 

ロータリー友の会７月号ではＲＩ新会

長のバリー・ラシン氏の紹介、そして

ＲＩのテーマが書かれています。「イン

スピレーションになろう」これは例えば

タイガー・ウッズに憧れてゴルフを始

めた子供がタイガーに初めて会って

言うような言葉で、すごい言葉だと感

じました。 

そして当地区樫畑ガバナーの他己

紹介も掲載されています 

角谷浩二会員 

職業奉仕委員会副委員長 

前窪貫志会員 

地区情報規定委員会委員 
北畑博史会員 

青少年交換委員会委員 

野島好史会員 

IT委員会委員 

水城 実会員 

地区財務委員会委員 

委員会報告 



 

 

２０１８－２０１９年度テーマ：「 ロータリーを伝える 」 

出席委員会 

雑誌・広報委員会 

会報委員会 

親睦委員会 

プログラム委員会 

Ｒ・情報委員会 

会員増強・職業分類委員会 

委 員 長   野上 成樹 

副委員長  窪田 惇己 

委  員  南方 康治 

委  員  前田 耕道 

基本方針 

 会員増強は手法でありロータ

リーの目的ではありませんが、

ロータリーの活動を発展させ継

承し、クラブの存在意義とさらな

る発展のために大変重要な手法と考えられます。 

 つきましては、当クラブの会員として相応しい方の会員増

強に努め、新入会員に適した職業分類を選択する。 

委 員 長  楠部 和弘 

副委員長  成瀬 宏司 

委  員  山中  静 

委  員  今西 利之 

基本方針 

 南ロータリークラブの伝統であ

る“楽しくなくてはロータリーで

は な い”に 照 ら し、例 会・委 員

会、あらゆる行事に楽しみながら活動に参画出来るよう適

切な情報提供を行い、より豊かな事業展開を目指すものと

します。 

委 員 長   岩井 雅之 

副委員長  藤田 武弘 

委  員  嶋谷 浩男 

委  員  中村 和子 

基本方針 

出席委員会の任務は、すべて

のクラブ会員があらゆるロータ

リーの会合に出席することを奨励する方法を考案するも

の、とされています。 

『例会出席の重要性』を会員に「伝える」とともに、クラブとし

て何をすべきかを検討し、他の委員会と連携して出席率の

向上を目指していきます。 

委 員 長 井口 善隆 

副委員長 柘植 義信 

委  員 庵田 正二 

委  員 山本 善昭 

基本方針 

毎月の例会で機関紙『ロータリーの友』の記事紹介を行い

組織の精神を共有する。またマスコミ各社にご協力いただ

き、和歌山南ロータリークラブの奉仕活動を各メディアに取

り上げていただけるようＰＲ活動を行う。 

今年度は、会報委員会でHPリニューアルと連携し、SNSを

作った対外発信をする。 

委 員 長 石橋 英二 

副委員長 岩橋 一博 

委  員 田邊  誠  

      宮下 直子 

       大野 貴廉 

      生駒 直也 

基本方針 

会員相互の理解と親睦を深

め、読みやすく内容が充実した会報作りに努めます。 

委員長  上西豊基 

副委員長 金谷直俊 毘舎利

薫 橋本忠通 

委員 井口廣昭 田中祥博 

       前畑泰洋 丸山道博 

       白石 奨  角谷浩二 

   大工博史 西村昌記 

   江口暢洋 雑賀宅史 

   宮本保志 藤林正樹 

基本方針 

  真の意味の「親睦」と充実した「奉仕」を二本の柱とした三

木年度の基本方針に沿って、親睦活動委員会は委員が一

丸となってその一翼となる有意義な親睦事業を企画、遂行

していきます。 

委 員 長   麻生幸次郎 

副委員長  生駒 直也 

委  員  前窪 貫志 

委  員  嶋谷 浩男 

基本方針 

「ロータリーを伝える」という今

年度の方針に沿い、以下の点

に心がけて運営する。 

1.自分の「ロータリー」を磨くことにつながるよう、企業人・職

業人として興味の持てるテーマを選ぶ。 

2.クラブの奉仕事業に関連する卓話を実施し、事業を後押

しする。 

3.会員卓話を積極的に実施する。 

ＳＡＡ・ソング委員会 
委 員 長 林  芳史 

副委員長 吉村 利規 

       戸井 洋木 

委員 中村 和子 横田 恭史 

    丸山 道博 窪田 哲也 

基本方針 

会長の本年度のテーマ「ロータ

リーを伝える」を念頭に友情を深

め 感動、喜びを分かち合える例会にできるよう努力する 



 

 

２０１８－２０１９年度テーマ：「 ロータリーを伝える 」 

      ニコニコ箱 

本人誕生日・・・角谷君 

事業所創立・・・岡崎君・角谷君   

入会記念日・・・井口（善）君・樫畑君・角谷君 

皆出席表彰・・・嶋谷君 

 

大阪帝塚山RC：新井文三様・・・記念品をいただきました有 

          難うざいます。又、山中様本日は色々お話 

          しをありがとうございました。 

三木君・・・本年度1番目ビジター、新井様をお迎えできて 

水城君・・・監査役している海南のタカショーが、7/9に東証 

      一部に上場しました。ありがとうございます。 

岩井君・・・昨夜は青少年交換オリエンテーションのあと 

      野島さんと熱い夜を過ごしました。 

柴田君・・・第2例会もがんばります。 

山中君・・・ﾕﾈｽﾄの全国大会で北海道に行ってきました。 

林（芳）君・・・7/11久しぶり鬼退治できました。 

大林君・・・嶋谷さんに良い物をいただいて。 

前嶋君・・・楠部さんに写真をいただいて。  

樫畑君・・・楠部さんに写真を頂いて。 

江口君・・・楠部さんに写真をいただいて。  

井口（善）君・・・楠部さんに写真をいただいて。  

林（勇）君・・・楠部さんに写真をいただきありがとうございま 

         した。   

今西君・・・新年度第1例会大雨で交通状態悪く欠席申し訳 

      ない。楠部氏に写真いただいて。 

     計￥54,000-  累計￥359，500- 

７月 

お誕生祝 

青少年育成委員会 

会 計 

瀧本 幹之 

基本方針 

和歌山南ロータリークラブの細

則規定に基づき適切な会計処

理を心掛ける 

理事としての責務を果たすよう

努力する 

委 員 長 野島 好史 

副委員長 江口 暢洋 

        海堀  崇 

委 員 戸井 洋木 西村 昌記 

           柘植 義信 豊田 泰史 

           大桑 祥嗣 

基本方針 

和歌山市児童養護施設等合同協議会等｢青少年育成支

援基金｣を使用する事業の内容を具体的に検討する。また

｢青少年育成支援基金｣自体の運営も再検討する。 

継続事業に関しては内容も含め考えていく。 

 2018・７・３ 

 第112回例会 

  カラオケ同好会 

☆次回 開催日 

  8月7日（火） 


