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２０２０～２０２１年度  

国際ロータリー・テーマ 

次週のプログラム 

    

会長 樫畑国俊 幹事 水城 実 

直前会長 

副 会 長 

山田 守 

中村和子 

会長ｴﾚｸﾄ 

 

上西豊基 

 

会報委員長 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 

2020年１２月 第２週 

  

  ２０２０年１２月１１日（金） No.２８２５ 

 第２８８１回 例会 

 ○ ソング「四つのテスト」 

 〇 卓話「コロナ禍の大学生」 

     獨協大学経済学部 4年 

           森 瑞季 様 

 

 

 １２月２０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 

          １８：３０～ 

 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 

2020-2021年度 RI会長 ホルガー・クナーク 「Rotary Opens Opportunities 」 

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 

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１２月 ４日（金） 

出席報告    会員７９名（出席規定適用免除会員９名） 

          出席６５名  ホームクラブ出席者８２．２８％ 

幹事報告 

みなさん、こんにちは 

昨今、我が社を訪問頂く方の

顔を覚えられなくて困っていま

す。 

マスクを取れば分かるのです

が、皆さんもそんなことはない

でしょうか? 

本日は年次総会となります。 

沢山の会員の方々にご参加

頂きましてありがとうございま

す。 

クラブ会員総数79名の1/3の出席をもって定足数とすると

いうことですから安堵致しました。 

この総会で次年度理事役員候補者が会員皆様に承認頂

けましたら、次年度に向けて委員長指名が始まります。 

RI会長方針、地区ガバナー方針などが出揃う年明け2月あ

たりには、次年度会長招集の理事役員の顔合わせ会が開

催されます。 

その席で会長の方針が発表され、各奉仕部門の理事者が

それぞれの構想を練り、各奉仕部門において進めていくこ

とになります。 

4月後半には委員会名簿案ができ、各委員会の打ち合わ

せに会長幹事が入ることもありながら、事業計画の策定に

入ります。 

そして5月に新旧クラブ協議会が催され、6月の第2回クラブ

協議会では予算が決まっていて、それに基づいて7月から

の新年度の事業展開となります。 

この予算を管理するのが各理事の方々の役割でもあり、出

た結果についてご意見を頂くのが会計となります。 

ですので、会計を担当される方にはご自身の意志を持って

厳しい意見を頂ける方を選ばなければならならないというこ

とです。 

 

本日の総会のスムーズな進行にご協力をお願いしまして

会長報告とさせて頂きます。 

・本日は総会です。よろしくお

願いします。 

・本日は第一例会のため理事

役員会がございます。理事役

員の皆様方は例会終了後よ

ろしくお願いいたします。 

・地区大会の日程が変更され

ました。二日間が一日になり

3/28です。 ゴルフは3/13で

す。 

・毎日新聞社から歳末助け合

い運動の協力要請がきています。募金箱を回します。 



 

 

２０２０－２０２１年度テーマ：「 ロータリーの原点を考えよう 」 

年 次 総 会 

 和歌山南ＲＣ定款第７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６５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、水城 実幹事が議場に報告。 

細則の規定により樫畑国俊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の中間報告と前年 

     度の財務報告の発表を求める件 

 

議案2 2021～2022年度理事・役員 選任の件 

議案3 2021～2022年度幹事・SAA・会計 選任の件 

 

議案1 

ＲＩより2019年規定審議会19-24で修正された「クラブの年

長 寿 祝 

瀧本幹之会員が、今月喜寿を迎えられますので樫畑会長

よりお祝いの記念品をお渡し致します。 

連続出席表彰 

毘舎利 薫 会員５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次のように変更とな

りました。 

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窪田惇己会計より説明が

あった。 

 

議案2 

11月20日 開催された指名委員会の結果を、前畑泰洋委

員長が議場に報告。 

 議長が、前畑泰洋委員長より報告のあった次次年度

（2022年～2023年）の会長として中村和子会員、次年度副

会長として小野正克会員、そして次年度理事として石橋英

二会員、戸井洋木会員、金谷直俊会員、野島好史会員、

堀井 明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3  

 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・ＳＡ

Ａ・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、上西豊基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。 

 

      2021～2022年度 和歌山南R.C. 

 

     会   長     上西豊基 会員 

     直前 会長   樫畑国俊会員 

     次年度会長   中村和子会員 

     副 会 長    小野正克会員 

     理   事     石橋英二会員(クラブ奉仕担当） 

                戸井洋木会員(職 業 奉仕担当） 

                 金谷直俊会員(社 会 奉仕担当） 

                 野島好史会員(青少年奉仕担当） 

                堀井 明会員(国際奉仕担当) 

     幹   事     林 芳史会員 

     会   計      橋本忠美会員 

     会場監督(S.A.A) 岩井雅之会員 

                            以 上 



 

 

２０２０－２０２１年度テーマ：「 ロータリーの原点を考えよう 」 

上西豊基 次年度会長挨拶 

林 芳史 次年度幹事挨拶 

岩井雅之 次年度S.A.A委員長挨拶 

この度、幹事を拝命致しまし

た林でございます。 
 

2014年2月に入会させて頂い

て、まだ7年ですがこの伝統あ

る和歌山南ロータリーの幹事

という大役を務めあげる事が

出来るのか？今だに自問自

答しております。 
 

今年度（2020～2021）は60周

年という節目の年度でありま

すが、コロナ禍により事業の中止、縮小を余儀なくされる状

況となっております。 

次年度は、このコロナ禍も終息に向かうと信じ、今年度では

成し得なかったロータリー事業の再開、正常化に尽力して

参りたいと思っております。 
 

まだまだ未熟ではございますが、次年度を持ち前の体力と

笑いで盛り上げていく所存でございますので、皆様、何卒

何卒宜しくお願い致します。 

次年度SAAを拝命致しました

岩井雅之です。 

2015年3月、島村年度に入会

を許され上西年度は7年目に

なります。 

次年度の上西会長、林幹事

をはじめ理事、役員、会員の

皆様のご支援ご協力を賜りま

して、スムーズな例会運営に

努めて参りますので、よろしく

お願い申し上げます。 

2021〜2022年度の会長をさせ

ていただきます、上西です。よ

ろしくお願いいたします。 

次年度の理事、役員および幹

事も非常に速やかに承認いた

だき、強力で強烈な布陣が決

定いたしました。どうぞご期待下

さい。 

2018年11月のとある日、当時の

三木会長が歴代会長経験者４

人と共に「会長連」を名乗り上西内科を襲ってこられ、不覚

にもご指名をお受けしてしまったわけです。                                                    

この期に及んでも、私を推薦してくれた方々をがっかりさせ

るんではないかと不安でいっぱいですが、この半年の流れ

を見ますと、周りの方々のご尽力で気がつけば準備も整い

つつあります。そんなに気負わなくても大丈夫だと思えるよ

うになってきました。 

来年には新型コロナが終息に向かい、東京リンピックが開

催され、穏やかな日常が戻ってくることを祈ります。そして、

明るく楽しい和歌山南ロータリークラブの１年にしたいと思

います。皆様の絶大なご支援とご協力をお願い申し上げま

す。 

指名委員会 

委員長 前畑泰洋会員 

委員    保田隆紀会員 

            海堀 崇会員 

      西村昌記会員 

            山田昭子会員 

      

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  中村和子会員 

 次年度副会長候補  小野正克会員 

 次年度理事候補    石橋英二会員 戸井洋木会員 

               金谷直俊会員 野島好史会員 

               堀井 明会員 

 

11月20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。 

会計報告 

窪田惇己会員より現年度の

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。 

次年度理事役員 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2022－23年度会長 

小野正克 次年度副会長 橋本忠美 次年度会計 



 

 

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 

 

本人誕生日・・・大桑君・岡崎君・小野君・樫畑君・瀧本君・ 

          野上君・前畑君・三木君・南方君・山本君 

奥様誕生日・・・大桑君・樫畑君・栗本君・橋本忠通君 

事業所創立・・・田中（章）君・水城君・湯山君 

 

瀧本君・・・長寿祝も合わせていただきました。 

海堀君・・・堀井さん おいしいごちそうとお酒ごちそうさま 

       です。 

窪田君・・・会計報告させて頂きます。 

前窪君・・・新役員ヨロシク！！ 

毘舎利君・・・12月1日に初孫が産まれました。多くのお祝 

        いのお言葉ありがとうございました。 

三木君・・・楠部さんにいいものを頂いて。 

戸井君・・・満月会で広瀬さんにお世話になりました。 

水城君・・・毘舎利さんごちそう様でした。 

保田君・・・嶋谷社長、先日はごちそうさまでした。 

       ありがとうございました。 

植田君・・・親睦旅行にてキリンビールを飲んでしまいま 

       した。 

毘舎利君・戸井君etc・・・親睦旅行 夜の勉強会おつり。 

満月会・・・満月会残金。美味しいお酒に食事で楽しい時間 

       過ごさせて頂きました。ひろせさん いつもあり 

       がとうございます。 

 

 

 

    計￥ 181,600 -  累計￥ 1,484,280 - 

12月お誕生祝 
 カラオケ同好会 

 2020・12・1 

 第１３９回例会 

☆次回開催日 １月１２日（火） 


