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  ２０１９年 ７月 １９日（金） No.２７７０ 

 第２８２６回 例会 

 ○ ソング「ロータリーって何だろう」 

 〇 クラブフォーラム 

    「委員会事業計画発表」 

 

 ７月２６日（金） 

 ○ ソング「君が代」・「奉仕の理想」 
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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  ２０１９年 ７月１２日（金） 

出席報告    会員７９名（出席規定適用免除会員１０名） 

 ７月１２日   出席60名  ホームクラブ出席者75.94％ 

 ６月２１日   出席総数出席62名（免除会員含み）確定出席率：79.49％ 

          （会員８０名 出席規定適用免除会員１１名（内出席9名） 

会長報告会長報告会長報告会長報告    

ガバナー     中野 均 

本日の本日の本日の本日のプログラムプログラムプログラムプログラム    

こんにちは 

 先週の初例会のニコニコ献金

額がおかげさんで上々の滑り出

しでした。この調子で1年間よろ

しくお願いいたします。 

 さて会員の皆さま方にお伝え

したいことがあります。通例、今

年は8月に新済州ＲＣの短期交

換学生の受け入れ年となってい

ますが、受け入れ学生は来ませ

ん。昨年度当クラブからの新済州ＲＣの派遣が行われな

かったためと思われます。 

 また今年度の新済州ＲＣとの姉妹交流も行いません。こ

れは、5月に新済州ＲＣを訪問した時に話し合われた結果

で、現在の政治情勢とは、全く関係していないことをお伝え

申し上げます。 

 さてマ－ク・ダニエル・マロ－ニＲＩ会長のテ－マ「ロ－タ

リ－は世界をつなぐ」を反映し、先日国際奉仕委員会水城

委員長の元で、会議を開催しミャンマ－現地視察を9月12

日～9月17日までの日程で決定しました。現在5名の参加

者となっています。ただ学校建設の支援をするだけではな

く、ミャンマ－の文化、日本との関わり、ミャンマ－ＲＣとの

交流等、今後に関われる下地を作りたいと思っています。 

 地区主催短期交換で星林高校生の3名に、7月6日に

JINX（オランダ）さん、昨日MARA（ドイツ）さんの来日と長期

交換学生の大瀬ゆゆさんが帰国しました。7月15日サクラ

ちゃんの送別会、21日紀の川清掃、26日例会中野ガバ

ナ－訪問、28日納涼家族会がありますので、ご参加ご協

力をお願いします。 

 さて今年は3年に一度の規定審議会改定年となっていま

す。主だった改定事項は下記のとおりです。 

 通常ガバナ－は、高貴な方が職に就かれると認識してい

ましたが、数年前に身勝手なガバナ－が権限を行使し地

区に混乱をもたらし、その行動を止める規約が希薄でし

た。そこで地区内ｸﾗﾌﾞ（69クラブ）の過半数が、目的である

事項を示して地区立法案検討会を招集する請求をガバ

ナーに提出したときは､ガバナーは請求のあった日から8

週間以内に､地区立法案検討会を開催しなければならな

いとなり、より民主主義的な組織に変わりました。 

 次に欠席のメークアップに関する規定を改正する件で、

メークアップは例会前後2週間から同一年度内に変更にな

りましたが、その運用のタイミングは未定です。 

 最後にクラブの構成で、｢専門職務｣とは異なる職業を持

つ会員もいることを反映するため、職業分類の制限も廃止

することになりました。 

 今年の中野ガバナーの地区活動方針、地区スローガン

は、「参加してロータリー活動を楽しもう」です。 再来週に

ガバナー公式訪問となり、この地区活動方針は直接お聞

きしたいと思います。 RI会長方針、ガバナーの地区活動

方針を受けて、山田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－四つのテストを楽

しもう」についてお話しをさせていただきました。 

 ロ－タリ－は、様々な事業を実施し、その事業に参加し

てご自身の立ち位置でロ－タリ－活動を楽しんでいただけ



 

 

２０１９－２０２０年度テーマ：「 参加してロータリー活勣を楽しもう 」 

委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告 

①雑誌・広報委員会 

石橋英二委員長 

ロータリーの友7月号紹介。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②親睦活動委員会 

岩井雅之委員長 

7月28日(日)に山田年度最初の

親睦活動委員会の事業として、

港まつり花火大会に合わせて

納涼家族会を開催致します。

場所は和歌山テニスセンター

西浜校を今年も山田会長にご

提供して頂きます。昨年に続き

たらと思います。 

 さて今日は、クラブフォ－ラムとなっています。委員会の

活動計画を今日と、来週にわたって発表していただくことに

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、北畑幹事の予算説明を予定していま

す。 

 最後になりましたが7月の旬の食べ物「うなぎ」の旬は、夏

の土用の丑の日です。ウナギは本来の旬が晩秋から冬で

すが出荷量は夏の土用の丑の日（7月20日から30日の一

日）が年間最多となります。 

 「スズキ」の旬は、・出世魚。セイゴ(20-30cm)→ハネ,フッコ

(60cm程度)→成熟魚スズキ・刺身、特にスズキのあらいが

有名です。 

 それでは、以上をもちまして会長報告といたします。 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    

本日よりクラブフォーラムが始まりま

す。各委員長様方よろしくお願い

します。 

７月２８日開催の納涼家族会の出

欠確認について回覧を回わさせて

いただいておりますので未記入は

ご返答のほどお願いします。先ほ

どその件で報告をいただいたので

すが、ケータリング・会場の関係で

雨天で中止となった場合でも、申し込みをいただいた方に

は後日振り込み用紙を郵送させていただきますのでご了

承のほどお願い致します。 

バスによる送迎とカジュアルフレンチレストランのボナペティ

さんによるお料理を楽しんで頂きたいと思います。ご家族の

皆さまお誘い合わせの上、多数のご参加のほどよろしくお

願い致します。 

また、栗本会員のご厚意で近隣に駐車場をご提供頂きまし

たので、ご希望の方はお申し付けください。 

 

③社会奉仕プロジェクト委員会 

橋本忠通委員長 

紀の川河川敷一斉清掃の案内

です。 

7/21 午前8時から10時で行い

ます。 

ロータリーの帽子もって現地集

合でお願いします。 

帽子ない方は現地で渡します。

よろしくお願いします。 

ロータリー米山記念奨学会ロータリー米山記念奨学会ロータリー米山記念奨学会ロータリー米山記念奨学会    

ロータリー米山記念奨学会より北畑博史会員・石橋英二会

員に米山功労者 感謝状が届いておりますので山田会長

よりお渡し致します。 
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会員増強・職業分類委員会会員増強・職業分類委員会会員増強・職業分類委員会会員増強・職業分類委員会 

Ｒ・情報委員会Ｒ・情報委員会Ｒ・情報委員会Ｒ・情報委員会 

出席委員会出席委員会出席委員会出席委員会 

雑誌・広報委員会雑誌・広報委員会雑誌・広報委員会雑誌・広報委員会 

会報委員会会報委員会会報委員会会報委員会 
委  員  長  柴田 哲男 

副委員長  野上 成樹 

委    員  今西 利之 南方 康治 

基本方針 

当クラブの会員としてふさわしい方の増強に努める。 

また、新入会員に適した職業分類を選択する。 

委  員  長 小野 正克 

副委員長 山本 善昭 

委   員 有田耕一郎 

委   員 田中 章慈 

委   員 三木 菊夫 

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。特に今年はRI手続要覧の改定の年になります。それ

に伴う和歌山南RC定歌細則の変更、改訂に関する情報収

集に努め研究する。 

委 員 長 田辺 誠 

副委員長 楠部 和弘 

委  員 玉井 利弘 

委  員 橋本 忠美 

基本方針 

ロータリークラブの例会出席は

ロータリアンとして一番初めに

することの第一歩と考えていま

す。 

出席委員会は出席率の向上に努めることを基本方針とし

ます。 

委 員 長 石橋 英二 

副委員長 柘植 義信 

委  員 嶋谷 浩男 

委  員 木村 哲人 

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頂

き、当クラブの奉仕活動を各メディアに取り上げていただく

ようＰＲ活動を行う。 

ホームページを積極的に活用し、対外発信を行っていきま

す。 

委 員 長 戸井洋木 

副委員長 窪田哲也 

委  員 井口善隆 

      宮本保志 藤岡総 

      雑賀宅史 

基本方針 

会員相互の親睦と理解、ま

た団結を深める為、正確で

親しみのある紙面作りに努め

ます。 

委 員 長 三木 菊夫 

副委員長 村上 恒夫 

委    員 前田 耕道 

委    員 山中  静 

基本方針 

 クラブ細則に基づき、推薦さ

れた会員候補者につき適切な

選考手続を行い、クラブ会員と

して適格性を有するか否かの

決定を行い、その結果を速や

かに理事会に報告する。 

会員選考委員会会員選考委員会会員選考委員会会員選考委員会 

委員会委員会委員会委員会    基本方針・活動計画基本方針・活動計画基本方針・活動計画基本方針・活動計画    

クラブ奉仕委員会クラブ奉仕委員会クラブ奉仕委員会クラブ奉仕委員会 

委 員 長  堀井  明 

副委員長 

クラブ奉仕部門各委員長 

基本方針 

 山田会 長 の ク ラ ブ テーマ

『ロータリー・四つテストを楽し

もう』を念頭におき、各委員長

と連携し、更によいクラブ運営

ができるように努力する。 

親睦活動委員会親睦活動委員会親睦活動委員会親睦活動委員会 

委 員 長 岩井雅之 

副委員長 大工博史 

       戸井洋木 

       前畑泰洋 

委 員 大林久夫 岩橋一博 

     宮下直子 西村昌記 

     雑賀宅史 藤林正樹 

     藤岡 総 木村哲人 越部早絵 

     宮本憲吾 佐藤則文 植田好紀 
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       ニコニコ箱       ニコニコ箱       ニコニコ箱       ニコニコ箱 
 

本人誕生日・・・越部君 

入会記念日・・・井口（善）君・野上君 

野上君・・・山田会長、北畑幹事のご活躍を衷心よりお祈り

申し上げます。例会出席少なく申し訳ありません。出れると

き、出ます。 

北畑君・・・昨日、長期交換の大瀬ゆゆさんが無事帰国しま

した。また短期交換学生としてJinxさんがオランダよりMara

さんがドイツより来日しました。 

橋本忠美君・・・医師会 理事退任し思わぬ退転金頂きまし

た。 

岩井君・・・橋本先生 医師会役員四半世紀お疲れ様でし

た。あとはJr.にお任せ下さい。 

岡崎君・・・7/5無事に山田年度第1回例会をおえて！！あ

りがとうございました。SAA岡崎 

前窪君・・・幹事御苦労さん！ 

山中君・・・早退おわび。 

 

ＳＡＡ・ソング委員会ＳＡＡ・ソング委員会ＳＡＡ・ソング委員会ＳＡＡ・ソング委員会 
委員長  岡﨑 全雄 

副委員長 金谷 直俊 保田 隆紀 

委員  藤田 武弘 江口 暢洋 

     藤林 正樹  山田 昭子 

     越部 早絵 

基本方針 

会 長 の 本 年 度 テーマ「ロータ

リー・四つのテストを楽しもう」を

念頭に 会員にとって貴重な75

分を楽しい例会となるように、委

員会メンバーは設営から撤収までお互いに協力して、会員

間のより一層の親睦が深まるよう努めます 

委 員 長 北芝 昌明 

副委員長 井口 廣昭 

委  員 上西 豊基 

委  員 成瀬 宏司 

基本方針 

 山田守会長の方針にそって

プログラムを作成していきま

す。 

プログラム委員会プログラム委員会プログラム委員会プログラム委員会 

基本方針 

1.会員間の知り合いと友誼を増進し、用意されたロータリー

のレクレーションおよび社交的諸活動への参加を会員に奨

励し、本クラブの一般目的の遂行上会長または理事会が

課する任務を果たしていく。 

2.本年度山田会長のクラブテーマ「ロータリー・4つのテスト

を楽しもう」に則り、会員・家族・関係者等に親しまれる事業

を企画し予算内で実行していく。 

3.「楽しくなければロータリーではない」を親睦活動委員会

全員が楽しんで 

実践し、ロータリー活動の原点である「親睦」を深めていく。 

親睦活動委員会メンバー親睦活動委員会メンバー親睦活動委員会メンバー親睦活動委員会メンバー    

長期青少年交換学生長期青少年交換学生長期青少年交換学生長期青少年交換学生    

7月15日（月祝）午後3時～ 

ダイワロイネットホテル和歌山３F「サ

ンクシュエール」にて長期青少年交

換受入学生 Sakuraさん さよなら茶

話会が開催されました。 


