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  ２０１９年１２月１３日（金） No.２７８９ 

 第２８４５回 例会 

 ○ ソング「四つのテスト」 

 〇 卓話「ＳＤＧs」とどう向き合うべきか 

     環境経済総合研究所 

      代表  木村 浩造 様 

 

  １２月 ２２日（日） 

 ○ ソング「きよしこの夜」 

 〇 クリスマス家族夜間例会 

    ダイワロイネットホテル和歌山 
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事務所 〒640-8215 和歌山市橋丁23 

          Ｎ-4ビル 2Ｆ 
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 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  ２０１９年１２月 ６日（金） 

出席報告    会員７９名（出席規定適用免除会員１０名） 

          出席６１名  ホームクラブ出席者７７．２２％ 

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    

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    

１．当クラブ12月のプログラムや近

隣ＲＣの例会変更等ニコニコ掲示

板に掲示しておりますのご覧下さ

い。 

２．１２月のロータリーレートは１ドル

１０８円との案内がＲＩより報告があり

こんにちは 

いよいよ、師走となりました。 

インフルエンザにご注意と、多く

のニュース番組で放送されてい

ますが、皆様予防接種を行いま

したか。 

さて１０月 ４日の例会の外来卓

話で「和歌山県人会世界大会

について」で和歌山県企画部

企画政策局国際課 課長 岡

澤利彦様から、和歌山県で初めての大会参加依頼があり、

11月24日 和歌山県民文化会館での開催に参加しまし

た。 

仁坂知事を初め和歌山県出身の国会議員、県議会議員

他多くの関係者等1000名近くの来場者で会場が埋め尽く

されました。 

 ところで和歌山県は、全国有数の移住者を外国に送り出

した県であり、その海外移住者は、第二次世界大戦前がお

よそ31,000人、戦後がおよそ2,000人で、広島、沖縄、熊

本、山口、福岡に次いで第６位の移民県です。 

主な移住先は、アルゼンチン、ブラジル、カナダ、メキシ

コ、パラグアイ、ペルー、アメリカ、です。 

 海外には、南北アメリカを中心に、いくつもの和歌山県人

会があり、中には100年を超える歴史を持つものもありま

す。和歌山から世界各地へ移住した方々は、言語や風

習、文化などが異なる土地において、住環境や労働条件

が十分整備されていない中、大変な御苦労があったらしい

です。 

そのような状況に挫けず、勤勉さ、忍耐強さ、誠実さを発揮

され、移住先の発展に多大な貢献をし 

てこられました。 

我々も見習うことが多々あるように思います。 

さて、本日は令和最初の年次総会であります。クラブ細則

第６条第１節 に、年次総会の規定があり、「毎年１２月第一

例会日 に開催する」と記され、年次総会においては、「次

年度の理事の選 

挙を行わなければならない」、となっています。 

ところが今年は、3年に一度の規定審議会の開催に伴い

「2019年版ＲＣ定款第7条第2節年次総会」 で役員の選挙

のみならず現年度の収入と支出を含む中間報告及び前年

度の財務報告を発表しなければならないとなり、会計報告

が追加されています。 

令和最初の年次総会です。後ほどご審議の程よろしくお

願いいたします。 

知って得する豆知識 

師走の意味 

師とはお坊さんで、お坊さんが忙しく走りまわると言われて

いる説が多いようです。 

以上をもって会長報告とさせていただきます。 



 

 

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 

指名委員会指名委員会指名委員会指名委員会 

委員長 金谷直俊会員 

委員 山本善昭会員 大林久夫会員 

    越部早絵会員 楠部和弘会員 

     宮本保志会員 大山典男会員 

       保田隆紀会員 藤田武弘会員 

    坂東利仁会員 

 

次次年度会長候補者、次年度副会長候補者及び次年度

理事候補者5名指名の件 

 次々年度会長候補  樫畑国俊会員 

 次年度副会長候補  上西豊基会員 

 次年度理事候補    林 芳史会員 柘植義信会員 

               橋本忠通会員 海堀 崇会員 

               岡崎全雄会員 

 

11月1５日 指名委員会を開催し、上記7名を各役職の候

補者として指名することに決定しました。 

年年年年    次次次次    総総総総    会会会会    

 和歌山南ＲＣ定款第８条第２節並びに細則第６条第１節

により、次次年度会長、次年度副会長及び次年度理事を

選任する年次総会を開催。 

会員総数７９名、本日出席者数61名である旨並びに細則

第６条第３節「会員総数の３分の１をもって本クラブの年次

総会及び例会定足数とする。」の規定により本年次総会は

有効に成立している旨、北畑博史幹事が議場に報告。 

細則の規定により山田 守会長が議長となって議事を進

行。 

 

審議事項 

議案１ クラブの年次会合において予算と年次報告の発表 

     を求める件 

議案2 2020～2021年度理事・役員 選任の件 

議案3 2020～2021年度幹事・SAA・会計 選任の件 

 

議案議案議案議案1111 

  

 

ＲＩより2019年規定審議会19-24で修正された「クラブの年

次会合において予算と年次報告の発表を求める件」により

クラブ定款の年次総会に関する記述が以下のように変更。 

ロータリークラブ定款第7条 会合 第2節 年次総会 

（ａ）役員を選挙するため、現年度の収入と支出を含む中間 

  報告及び前年度の財務報告を発表するための年次総 

  会は、細則の定めるところに従い、毎年12月31日までに 

  開催されるものとする。 

年次報告並びに予算につきましてはクラブ概況にて報告し

たものとし、中間報告については島村辰彦会計より説明が

あった。 
 

議案議案議案議案2222 

11月15日 開催された指名委員会の結果を、金谷直俊委

員長が議場に報告。 

 議長が、金谷直俊委員長より報告のあった次次年度

（2021年～2022年）の会長として上西豊基会員、次年度副

会長として中村和子会員、そして次年度理事として林 芳

史会員、柘植義信会員、橋本忠通会員、海堀 崇会員、岡

崎全雄会員をそれぞれ選任することについて議場には

かったところ、賛成多数で承認可決され、議長はその旨を

宣した。 
 

議案議案議案議案3333        

 議長は、細則第3条第2節「選任された会長エレクト、次次

年度会長、次年度副会長、及び5名の次年度理事は、年次

総会後1週間以内にその会合を開いて次年度幹事・ＳＡＡ・

会計を選任しなければならない。」の規定より次年度幹事・

ＳＡＡ・会計の選任を次年度理事役員の方々にお願いした

いが、この際、年次総会を一旦中断して、即時選任してい

ただく様取り計らいたい旨議場に諮ったところ、議場より異

議なく、議長は、年次総会を暫時休憩し、次年度理事役員

に別室での協議を要請した。 

 会議再開後、樫畑国俊次年度会長が次年度幹事・ＳＡ

Ａ・会計の選任結果及び各理事の担当奉仕部門を発表。 

 議長は、再度、次年度の理事役員の氏名を議場に報告

したところ、議場は盛大な拍手をもってこれを了承した。 

①親睦活動委員会 

 岩井雅之委員長 

12月22日(日)18時よりダイワロイ

ネットホテル4階宴会場にてクリ

スマス家族例会を開催致します

ので多数のご参加をお待ち申

し上げております。 

 

②青少年育成委員会 

 岩橋一博副委員長 

 １２月７日（土）、虎伏学園にて

クリスマスツリーの点灯会が行わ

れます。当クラブから畠中委員、

窪田委員が参加されます。 

 また、先日行われました南ロー

タリー旗争奪和歌山西支部少

年野球大会のお礼状が届いて

います。ニコニコ掲示板をご覧ください。 

ました。 

３．ＲＩの３年に一回の定款・細則見直し変更に伴う手続要

覧が改訂されています。本日改訂版が届きましたのでラッ

クの方に入れておりますのでお持ち帰り帰り下さい。 

４．本日、定時総会となっておりますのでよろしくお願いしま

す。 

会計報告会計報告会計報告会計報告 

島村辰彦会員より現年度の収

入と支出を含む中間報告。 

ニコニコ掲示板に今年度7月～

11月末までの試算表及び部門

別一覧表を提示した。 



 

 

２０１９－２０２０年度テーマ：「 参加してロータリー活勣を楽しもう 」 

樫畑国俊樫畑国俊樫畑国俊樫畑国俊    次年度会長挨拶次年度会長挨拶次年度会長挨拶次年度会長挨拶 

水城水城水城水城    実実実実    次年度幹事挨拶次年度幹事挨拶次年度幹事挨拶次年度幹事挨拶 

戸井洋木戸井洋木戸井洋木戸井洋木    次年度次年度次年度次年度SSSS....A.AA.AA.AA.A委員長挨拶委員長挨拶委員長挨拶委員長挨拶 

2019～2020年度 和歌山南R.C. 

会   長     樫畑国俊 会員 

直前 会長   山田 守会員 

次年度会長   上西豊基会員 

副 会 長    中村和子会員 

理   事     林 芳史会員(クラブ奉仕担当） 

           柘植義信会員(職 業 奉仕担当） 

           橋本忠通会員(社 会 奉仕担当） 

           海堀 崇会員(青少年奉仕担当） 

           岡崎全雄会員(国際奉仕担当) 

幹   事     水城 実会員 

会   計      窪田惇己会員 

会場監督(S.A.A) 戸井洋木会員 

           以 上 

次年度会長を仰せつかりまし

た樫畑です。 
 

先ずは、会員の皆様には速や

かな議事進行にご協力を頂き

ましたこと、並びに次年度理

事役員選任につきましてご承

認を頂きましたことお礼申し上

げます。 

一年で一番堅苦しい例会で

すね。 

新年度が始まり約半年、山田会長、北畑幹事におかれま

しては先が見えてきて肩の荷が下りてきたころかなと思いま

すが、その軽くなった分を私たち次年度が背負っていくこ

ととなります。 

とは言え、次年度は６０周年となりますので、井口実行委員

長の元、昨年９月２８日に第一回実行委員会を開催してか

ら早や１年数か月経過し何度も委員会を開催しておりま

す。 

実行委員会の各部会とクラブの各奉仕担当理事をリンクさ

せることで理事の方々の人事に対するイメージが早めにで

きたように思います。 

私が入会を致しましてから早や18年となりました。この間に

様々なことが起こりRIやこのRCも随分変わったなと感じて

おります。 

私もマダマダRCのことが分かっているとは言えませんが、

60周年という節目に、改めてRCとは何ぞやを皆さんと一緒

に考えて参りたいと思っております。 
 

皆様方と一緒に素晴らしい６０周年を共に体験できることを

祈りましてご挨拶とさせて頂きます。 

こんにちは。次年度ＳＡＡを拝

命いたしました戸井洋木で

す。入会させていただいてま

だ５年目に入ったばかりの新

米ではありますが、次年度の

会長・幹事をはじめ理事・役

員及び会員の皆様のご支援

をいただいて、微力ではござ

いますがスムーズな例会運営

ができるように努めます。よろ

しくお願いいたします。 

この度、幹事のご任命をいた

だきました水城でございます。 

今まで私の職業柄、皿のつい

た「監事」には度々就任して参

りましたが、 

幹の方の「幹事」はほとんど初

めてのことでその役割の大きさ

に緊張しています。 

６０周年という記念すべき年

に、６０年の年輪を持つ和歌

山南ロータリークラブという 

大木の幹としてのお役目をいただきました。 

会員皆様からのご指導ご鞭撻ならびにご協力を頂きながら

精一杯お勤めさせていただきたいと思っています。 

何卒宜しくお願い申し上げます。 

次年度理事役員次年度理事役員次年度理事役員次年度理事役員    挨拶挨拶挨拶挨拶 

次年度理事役員の皆様よりご挨拶がありました。 

中村和子 副会長 

林 芳史理事(クラブ奉仕） 柘植義信理事(職業奉仕） 橋本忠通理事(社会奉仕） 海堀 崇理事(青少年奉仕） 岡崎全雄理事(国際奉仕） 



 

 

    

                                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・・・大桑会員・岡崎会員・小野会員・樫畑会員 

          瀧本君・三木君・南方君・山本君 

奥様誕生日・・・大桑君・樫畑会員・栗本君・橋本忠通君 

事業所創立・・・岩橋君・北畑君・田中（章）君・水城君 

          湯山君 

 

大桑君・・・先日12月1日日曜日大阪で久坂流総本部詩吟 

       大会実年の部で優勝することが出来ました。 

       本日は私のたんじょう日です。 

       ありがとうございました。 

林（芳）君・・・橋本先生、岩井先生 完敗でございます。 

        参りました。 

        またいつの日か挑戦させて頂きます。 

庵田君・・・熊野三山 年末のアイサツに行ってまいりまし 

       た。外国人に案内してきました。 

藤林君・・・先日の嶋ちゃん会のあと猛獣のいる店で精神 

     修行をしてきました。野島さんごちそうさまでした。 

越部君・・・2回目の進行させて頂きました。ありがとうござ 

       いました。山本会員 大根おいしく頂きました。 

       ありがとうございます。 

三木君・・・畠中会員、瀧本会員、窪田会員にお世話になり 

       ました。ありがとうございました。  

山田君・・・楠部さんに写真を頂いて！本日の年次総会よ 

       ろしくお願いします。 

金谷君・・・橋本先生ごちそうになり有難うございました。 

岩井君・・・ルモンドのカレーおいしゅうございました。 

       楠部さんに写真を頂いて。 

庵田君・・・楠部さんに親睦旅行の写真頂いて。 

前田君・・・楠部さんに写真を頂いて。 

前窪君・・・楠部さんに写真頂いて！ 

前嶋君・・・楠部さんに写真をいただいて。 

大林君・・・楠部さんに写真をいただいて。 

堀井君・・・楠部さんに写真を頂いて。 

林（勇）君・・・楠部さんに写真を頂き有難うございました。 

水城君・・・楠部さん写真ありがとうございます。 

北畑君・・・楠部さんに写真をいただいて。 

国際奉仕委員会合同委員会・・・委員会残金。 

 

 

２０１９－２０２０年度テーマ：「 参加してロータリー活勣を楽しもう 」 

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    

１２月１２月１２月１２月    

おお おお
誕

生
日

誕
生

日
誕

生
日

誕
生

日
のの のの

皆
様

皆
様

皆
様

皆
様

    

児童養護施設児童養護施設児童養護施設児童養護施設    虎伏学園虎伏学園虎伏学園虎伏学園

クリスマスツリー点灯式クリスマスツリー点灯式クリスマスツリー点灯式クリスマスツリー点灯式    

12月7日虎伏学園恒例のクリスマスツリー点灯式が開催さ

れました。当クラブから青少年育成委員会：畠中耕作委員

と窪田惇己委員が参加しました。 

窪田委員より写真とコメントが届いております。 

“親と共に過ごせない子

供たち、その子供たち

に寄り添う多くの先生、

ボランテイアの方々 

ロータリーとしてできるこ

とが何かありそうな気が

しました“ 

壁に掛けられていた印

象的な言葉 

『私たちはすべての生

命の尊厳を基軸に子ど

も一人一人に寄り添い、

人と人との関わりを大切

に社会性を養い、生きる

力を育む・・・』 

以上報告いたします。 

報告者：窪田惇己青少 

     年育成委員 


