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2018年 ８月 第１週 

  

  ２０１８年 ８月 ３日（金） No.２７２６ 

 第２７８２回 例会 

 ○ ソング「君が代」・「奉仕の理想」 

 〇 クラブフォーラム 

    「予算の説明」 

 

 ８月１０日（金） 

 ○ ソング「われは海の子」 

 〇 卓話「近年の気象災害について」 

    和歌山地方気象台 

      次長  春海 孝 様 

 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２７日（金） 

出席報告    会員８１名（出席規定適用免除会員１０名） 

 ７月２７日   出席５６名  ホームクラブ出席者６９．１４％ 

 ７月１３日   出席総数出席７０名（免除会員含み）確定出席率：９０．９１％ 

          （会員８１名 出席規定適用免除会員１０名（内出席６名） 

会長報告 

ガバナー     樫畑直尚 

幹事報告 

すでにご案内のとおり、この

前の日曜日、朝から紀の川河

川敷清掃、夕方からは納涼家

族会と、今年度のスタートを切る

事業が実施されました。詳細は

後程、各委員長からご報告ある

かと思いますので、私からは、ご

参加いただいた皆様、そしてお

世話頂いた社会奉仕プロジェク

ト委員会、並びに親睦活動委員

会の皆様に心からの感謝を申し上げたいと思います。三木

年度、本当にいいスタートを切らせていただき。ありがとうご

ざいました。 

さて、本日はクラブフォーラムということで、先々週に引き

続き、各委員会からの事業活動の発表となっています。先

週はガバナー公式訪問がありまして、若干、間延びした感

もありますが、その辺りは気にせずに、今週は職業奉仕委

員会、社会奉仕委員会、青少年奉仕委員会、そして国際

奉仕委員会の各委員長様方に発表をしていただきます。 

 クラブ奉仕委員会の各委員長様方は、一人２～３分の持

ち時間をご用意していましたとろ、少し遠慮気味の時間の

使い方をされまして、予想以上に時間が余ってしまい、そ

のおはちが私の処に回ってきまして、少々難儀をいたしま

した。本日も一人２～３分の時間がございますので、遠慮

せずにご自分の委員会、こんな事業を展開します、あんな

事業を企画しています、と会員の皆様にご説明をしていた

だきたいと存じます。 

そして、来週はクラブフォーラムパートⅢということで、柴

田幹事からの予算に関する説明をしていただきます。当ク

ラブの会計上の諸問題、いろいろございます。どのような問

題意識をもって、予算組みをしたのか、また、今後の課題

は何か、そのあたりのお話を、柴田幹事にはしていただき

たいと思います。くれぐれも終始、細かな数字の読み上げ

にならない様に、後１週間ありますので、ひと工夫をお願い

したいと存じます。 

①来る、８月１７日（金)  当クラブの

例会はクラブ定款弟８条弟１節に基

づき理事会の決定を経て休会と致

します。事務局員夏季休暇のお知

らせ 2018年8月13日〜8月17日の5

日間とします。 緊急連絡の場合は

幹事までご連絡下さい。②IDMの開

催について。8月1日〜8月21日の期間で開催して下さい。

発表は8月24日(金)の例会でお願いします。 

③近隣RC例会変更について、近隣RC例会の休会につい

て、ニコニコ掲示版に張りだしておりますのでご確認お願

いします。 

④８月のロータリーレートの変更について。１$110円から１

$112円に変更になりました。 

⑤ 西日本の豪雨の募金箱を再度回させて頂きます。ま

だ、募金されていない方は宜しくお願いします。 



 

 

２０１８－２０１９年度テーマ：「 ロータリーを伝える 」 

委員会報告 

①社会奉仕プロジェクト委員会  

 林勇伺委員長 

２２日の日曜日、早朝から紀の川河

川敷の清掃活動に多くの会員に参

加いただきありがとうございました。 

暑い中、大きな事故もなく無事終了

し、会員の皆様に感謝申しあげま

す。 

②親睦委員会 

 上西豊基委員長 

２２日に７４人の会員、ご家族に参

加していただき、フレンチのケータリ

ング、花火大会を満喫する納涼家

族会を開催することができました。 

ありがとうございました。 

委員会 基本方針・活動計画 

職業奉仕委員会 

職業奉仕プロジェクト委員会 

社会奉仕委員会 

社会奉仕プロジェクト委員会 

青少年奉仕委員会 

委員長 田中章慈 

〈職業奉仕プロジェクト担当理

事〉 

基本方針 

 会員の、日ごろのロータリー

活動のなかから育まれる職業

奉仕理念の追求過程を支援す

る。 

委員長  北芝昌明 

副委員長 島村辰彦 

委 員  田村公之 大桑祥嗣 

      村上恒夫 吉村利規 

      宮下直子 角谷浩二 

基本方針 

会長方針のロータリーを伝える

を、職業奉仕の理念を通じ実

践していく。 

委員長 大林久夫 

〈社会奉仕プロジェクト担当理

事〉 

基本方針 

会長方針の「安心・安全の町

づくり」を基本に地域社会に

貢献する事業を計画・実行す

る 

委員長   林   勇伺 

副委員長 田邊 誠 

委 員 岩橋一博 中村真治 

     山田 守 橋本忠通 

     金谷直俊 宮本卓彦 

基本方針： 

会長方針である「安心・安全

のまちづくり」を基本に地域社

会に貢献する事業を計画、実

行する。 

社会奉仕プロジェクト委員会

で協議を重ね、南ロータリーにふさわしい活動を行う。 

委員長 大山典男 

〈青少年奉仕プロジェクト担当

理事〉 

基本方針 

国際奉仕員会より青少年交換

委員会が編入され、青少年に

関する活動が一本化された。 

「青少年の健全育成、指導者

の養成を図るとともに、青少年

の夢の実現を支援したい、そ

の夢を共有したい」という「思い」をクラブ全体で共有し、そ

の「思いを」青少年、保護者、学校、地域社会に伝える。 

青少年交換委員会 

委 員 長 北畑博史 

副委員長 坂東利仁 

委  員 岩本研 樫畑国俊 

     岡崎全雄 岩井雅之 

基本方針 

多感な年頃を迎える青少年を

海外という異文化の地での

ホームスティを通し、経験・体

験してもらうことで民間外交の

大切さや世界平和について学

んでもらう。 
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国際奉仕委員会 

国際交流委員会 

R財団委員会 

米山奨学委員会 

委員長 宮脇正明 

〈国際奉仕委員会担当理事〉 

基本方針 

国際奉仕とは何かを考える1年に

します。 

今年度は、ロータリアンの国際交

流を通じて奉仕活動を行いたい

と考えています。 

委 員 長 水城  実 

副委員長 前畑泰洋 

委  員 大野貴廉 堀井明 

      窪田哲也 横田恭史 

      保田隆紀 

基本方針 

姉妹クラブとの友好・親睦を深

め、国際奉仕の理念に基づき 

世界の平和、公平な機会に恵

まれる環境づくりに貢献したい

と思っています。 

委 員 長   前嶋ヒロム 

副委員長  山本善昭 

委  員 玉井利弘 田村公之 

基本方針 

ロータリー財団について、会員

の理解を深めるよう努める。 

ロータリー財団の標語は、「世

界で良いことをしよう」である。 

委 員 長   栗本勝彦 

副委員長  岩本  研 

委  員  前畑泰洋 

       サイモン・ワーン 

基本方針 

米山奨学金制度の意義、理念

を会員の皆様に理解と認識を

得られるように進めていきます。 

     ニコニコ箱 

山田君・・・花火大会、よかったです。 

三木君・・・宮下さんご苦労をおかけしています。 

       来週の新曲ソング発表よろしくお願いします。 

大桑君・・・トロントでロータリー世界大会出席してまいりま 

       した。これで世界大会11回目です。 

岩井君・・・三木年度初六甲おろしをようやく歌うことができ 

       ました。 

       上西先生、親睦の皆様ありがとうございました。 

上西君・・・納涼家族会で写真を一枚も撮りませんでした。 

       すみません。 

林（勇）君・・・22日の日曜日は休日の早朝からお暑い中 

        紀ノ川河川敷清掃活動に御参加いただきあり 

        がとうございました。感謝します。 

柴田君・・・親睦活動委員会さん楽しい納涼家族会を有難う 

       ございました。 

林（芳）君・・・戸井さん宜しく！！ 

柘植君・・・高校野球県大会無事終了しました。 

       ご支援ありがとうございました。 

前田君・・・山本会員に珍しい白うりを頂戴した。 

北芝君・・・岡崎さんにお世話になりました。 

大野君・・・国際交流委員会のキックオフミーティングに2時 

       間遅刻し、誠に申し訳ありませんでした。 

山中君・・・早退おわび。 

     計￥28,000-  累計￥426，500- 

 

 

               ８月のお知らせ 
 

近隣RC例会変更のお知らせ 

日付 RC 場所 サイン受付時間 

8/3（金） 和歌山中RCﾀﾞｲﾜﾛｲﾈｯﾄﾎﾃﾙ和歌山３F18：30～19：00 

8/8（水） 和歌山西RC ラヴィーナ和歌山 12：00～12：30 

8/20（月）和歌山ｱｾﾞﾘｱRC ｱﾊﾞﾛｰﾑ紀の国12：00～12：30 

8/21（火）和歌山ＲＣ ﾀﾞｲﾜﾛｲﾈｯﾄﾎﾃﾙ和歌山 12：00～12：30 

8/22（水） 和歌山西RC ラヴィーナ和歌山12：00～12：30 
 

近隣RC例会休会のお知らせ 

8/10（金） 和歌山中RC 

8/13（月） 和歌山北RC 和歌山アゼリアRC 

8/14（火） 和歌山RC 

8/15（水） 和歌山東南RC 和歌山西RC 

8/16（木） 和歌山城南RC  

8/29日（水） 和歌山西RC 

8/30（木） 和歌山城南RC 

＊休会は、サイン受付はありません。 
 

 

当クラブ例会祝日休会のお知らせ 

来る8月17日（金）の当クラブの例会はクラブ定款第8条第

1節により、理事会の決定を経て休会と致します。 

 
 

和歌山南ＲＣ事務局より夏季休暇のお知らせ 

2018年8月13日（月）～2018年8月17日（金） 

緊急の場合は、幹事までご連絡下さい。 

        ８月度例会プログラム 

  

 3日（金）クラブフォーラム「予算の説明」 

10日（金）「近年の気象災害について」 

       和歌山地方気象台 次長 春海 孝 様 

17日（金）休会 

24日（金）第1回 I.D.M.発表 

31日（金）「             」卓話題まだわかりません。 

       フリープロデューサー 大谷 武文 様 
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納涼家族会 
2018年7月22日 


