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例会日 毎週金曜日 12時30分～13時30分 

会長報告 

ガバナー     藤井秀香 

本日のプログラム 

前週の報告  ２０２０年７月１０日（金） 

出席報告    会員７８名（出席規定適用免除会員９名） 

          出席６３名  ホームクラブ出席者８０．７７％ 

九州全域で、大雨による河川

氾濫にて甚大な被害がでてお

ります。 

また、中部地方も河川が氾濫

するなど、被害が拡大していま

す。 

お亡くなりになられた方々には

ご冥福をお祈りしますとともに、

被災された方々にはお見舞い

を申し上げる次第です。 

クラブとしても被災地への支援を協議の上方向を定め実

施したいと思います。 

2640地区中野均(ひとし)直前ガバナーからクラブ会員に伝

達して欲しいという依頼がありましたので、ご報告致しま

す。 

久保治雄バストガバナーの件です。 

彼はパストガバナー資格剥奪を求める当地区の要請に対

し、RIから弁明を求められる事態に至っていました。因み

に「弁明を求める」ということは、当該組織として不利益処

分を課す前提として、「言い訳が有るなら出すように」という

ものです。 

しかし、本年2月19日の本人のクラブ退会にて終結したも

のと判断していました。 

ところが、その退会により処分要請が取り下げられたことを

確認できた当日6月16日に自クラブに再入会したというも

のです。 

以降、2640地区内において、久保治雄氏が発信する文書

については、ロータリアンたる資格を有しない人物の発信

として、当地区としては一切を無視する。ということだそうで

す。 

 

さて、本日は、クラブフォーラムです。 

クラブ奉仕部門9委員会、そして戦略計画・危機管理委員

会の発表となります。 

5つある奉仕部門の中で 

職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕はロータリア

ンならずともなんとなく分かるような気がします。 

クラブ奉仕とは何なのか最も説明が難しい活動です。 

他の4つの奉仕がクラブの外に向かっての活動であるのに

対しまして、クラブ奉仕は全て内に向かっての活動です。 

雑誌広報は外部に発信しますが、それもクラブのためなの

で内に向かっての活動ということです。 

我がクラブではクラブ奉仕は9つの委員会で組織されてい

ますが、それら委員会所属以外の方もクラブ奉仕には大き

く関わっています。 

クラブのためになる行為、例会出席から始まります。クラブ

行事に協力しできるだけ参加するというのは会員として当

然のことです。そして、それら出欠に関しても返事を出し、

相手に手間を掛けさせないのも大切なことであります。 

私も抜けることがあり、催促させてしまうこともありますが、気

をつけなければなりません。 

クラブのスムースな運営に寄与すること、それも大切なクラ

ブ奉仕でもあるということです。 

各委員長方からの活動計画に耳を傾けて頂くことをお願い

しまして、会長報告とさせて頂きます。 



 

 

２０２０－２０２１年度テーマ：「 ロータリーの原点を考えよう 」 

幹事報告 

委員会報告 

本日はクラブフォーラムです。ク

ラブ奉仕の理事、委員長、そして

戦略、危機管理委員長、どうかよ

ろしくお願いします。 

次週はガバナー公式訪問です。

コロナ期間中のロータリー活動に

ついてもお話があると思います。

会員の皆様の積極的なご参加を

よろしくお願いいたします。 

熊本九州大水害の義援金箱を回させていただきます。 

まだ寄付先は確定していませんが、速やかに被災地に届く

ように手配いたします。 

ご協力よろしくお願いいたします。 

①出席委員会 

 越部早絵委員長 

従来の出席表彰規定に加え、

ホームクラブの年度内全例会に1

年間皆出席の会員が表彰対象に

なります。 

ホームクラブ皆出席表彰は、連続

出席中断後5年間内にも、適用さ

れます。 

 

②雑誌・広報委員会 

林 勇伺委員長 

 

 

ロータリーの友 

 ７月号紹介。 

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 

会員増強・職業分類委員会 

Ｒ・情報委員会 

出席委員会 

委員長 林 芳史 

（クラブ奉仕委員会担当理事） 

 

基本方針 

 

樫畑会長のクラブテーマ「ロータ

リーの原点を考えよう」を念頭に

おき、「和歌山南ロータリークラブ

60周年」の節目をクラブ奉仕部門各委員会と協力し合いな

がら充実した年度にできるよう努力します。 

委 員 長 山田 守 

副委員長 野上 成樹 

委  員 庵田 正二 

      橋本 忠美 

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。 

委 員 長 南方 康治 

副委員長 山田 昭子 

委  員 村上 恒夫 

      今西 利之 

基本方針 

会員増強はロータリークラブの

活動を発展させ、クラブの存在

意義を示す重要なことであり、

全会員が会員としてふさわしい方の増強に努める。又、新

入会員に適した職業分類を選択する。 

委 員 長 大林 久夫 

副委員長 雑賀 宅史 

委  員 前田 耕道 

委  員  山中 靜  

委  員  大山 典男 

基本方針 

 会長テーマ 「ロータリーの

原点を考えよう」のもと  

60周年の年度、会員が楽しく活動できるよう 

情報の共有を強めるための広報広聴に努める  

委 員 長 越部 早絵 

副委員長 佐藤 則文 

委  員 嶋谷 浩男 

      有田 耕一郎 

基本方針 

例会への毎回の出席は、大変

ではありますが、例会への出席

はロータリアンとして基本であり義務でもあります。 

各会員の例会の出席率が高まることにより、ロータリアンと

しての活動に理解が深まり、また会員相互の親睦や情報

交換が活発になると考えます。クラブの活性化および会員

同士の親睦を深めるために、会長・幹事をはじめ各委員会

の方々と協力しながら、出席率向上のため活動したいと思

います。 

また、例会だけでなく、地区大会、他クラブ例会など、ロー

タリーの会合および事業に出席する事を奨励します。 



 

 

２０２０－２０２１年度テーマ：「 ロータリーの原点を考えよう 」 

雑誌・広報委員会 

会報委員会 

親睦活動委員会 

プログラム委員会 

ＳＡＡ・ソング委員会 

戦略計画委員会 

危機管理委員会 

委 員 長 林  勇伺 

副委員長 保田 隆紀 

       広瀬 晋作 

委  員 前田 耕道 

      成瀬 宏司 

      柘植 義信 

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をいただき、当クラブの奉仕活

動や繋がりのある地区やクラブでの情報を、メディアに取り

上げていただくようＰＲ活動を行う。 

委 員 長 石橋 英二 

副委員長 江口 暢洋 

委  員 北芝昌明 

      宮下 直子 

      野村 壮吾 

      西村 昌記 

      植田 好紀 

      越部 早絵 

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 井口 善隆 

副委員長 藤岡 総 

       植田 好紀 

       湯山 弘二 

委  員 広瀬 晋作 岩橋 一博 

      坂東 利明 宮本 憲吾 

      戸井 洋木 毘舎利 薫 

      岩井 雅之 越部 早絵 

      上西 豊基 前畑 泰洋 

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. 本年度樫畑会長のクラブテーマ「ロータリーの原点を考

えよう」に則り、会員・家族・関係者の笑顔を作り幸せにする

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。 

委 員 長 柘植 義信 

副委員長 大工 博史 

委  員 田村 公之 

      栗本 勝彦 

 

基本方針 

樫畑会長が示すクラブ運営の

テーマ、活動方針に従って卓

話者を選任します。 

特に会員資質の向上、会員企業・団体の向上に寄与でき

ること、卓話を通して会員家族、 

地域の幸福と向上につながるヒントをたくさん見つけていた

だけることを目指します。 

委 員 長 戸井 洋木 

副委員長 北芝 昌明 

       岩井 雅之 

委  員 岩橋 一博 

      岩本 研 

      上西 豊基 

      宮本 保志 

      吉村 利規 

 

基本方針 

 会長の本年度テーマ「ロータリーの原点を考えよう」を念

頭に、“知り合うべくして知り合った”私たち会員が、友情を

深め、喜びを分かち合えるような例会を実現すべく努力す

る。 

委 員 長 山田 守 

副委員長 三木 菊夫 

委  員 野村 壮吾 

      野上 成樹 

      樫畑 国俊 

      上西 豊基 

      中村 和子 

 

基本方針 

樫畑会長のテ－マ「ロ－タリ－の原点を考えよう」に沿って

戦略計画を立て、環境変化に対応し、総合的な準備を行

います。 

またクラブの事業内容から想定される危機の種類、ハラスメ

ント等を具体的に検討し、それを危機管理委員会として理

事会に提案、会員に周知し、いざという時にスピード感を

もって対応する。 



 

 

２０２０－２０２１年度テーマ：「 ロータリーの原点を考えよう 」 

 

    ニコニコ箱 

 

入会記念日・・・三木君 

山中君・・・大阪国税局長より感謝状を頂きました。 

       （納税協会役員長期在任） 

水城君・・・岩井先生ごちそう様でした。 

山田守君・・・今年度スタートしました。樫畑会長、水城幹 

        事、戸井SAA委員長1年間頑張って下さい。 

戸井君・・・新年度第一例会みなさまのおかげで無事終了 

       できました。 

前嶋君・・・めんんそーれ沖縄 今日行って来ます。 

      （和歌山です） 

三木君・・・雨には勝てないが巨人には勝てる！ 

山本君・・・山田守さんに立派なアコウダイを頂いてこの 

       お返しはノコギリガザミにします。 

湯山君・・・先週は、所用があり欠席して申し訳ございま 

       せん。 

親睦活動委員会メンバー 

 カラオケ同好会  2020・７・７ 

 第13４回例会 

☆ 次 回 開 催 日  ８ 月 ４ 日


