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 井口善隆   

2021年 ７月 第２週 

  

  ２０２１年 ７月 ９日（金） No.２８５０ 

 第２９０６回 例会 

 ○ ソング「四つのテスト」 

 〇 クラブフォーラム 

    「委員会事業計画発表」 

 

 ７月１６日（金） 

 ○ ソング「それでこそロータリー」 

 〇 クラブフォーラム 

    「委員会事業計画発表」 

 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 

2021-2022年度 RI会長 シェカール・メータ 「Serve to Change Lives」 

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 

上西豊基 会長 就任挨拶 

ガバナー     豊岡 敬 

本日のプログラム 

前週の報告  ２０２１年７月 ２日（金） 

出席報告    会員８０名（出席規定適用免除会員８名） 

          出席６６名  ホームクラブ出席者８２．５０％ 

2021－2022年度が始まりまし

た。会長を務めさせていただく

上西豊基です。よろしくお見知

りおきをお願いします。 

ロータリーには ⑴平和と紛争

予防/紛争解決 ⑵疾病予防と

治療 ⑶きれいな水と衛生 ⑷

母子の健康 ⑸基本的教育と

識字率向上 ⑹経済と地域社

会の発展 と、今年７月に新た

に追加になった ⑺環境保全 の七つの重点分野がありま

す。これに基づき世界的なプロジェクトを展開していくわけ

です。私たちの日常からは少しかけ離れている感が否め

ず、ピンとこない方もいるのではないでしょうか。しかしこの

七つを常に意識することは重要で、地区や地域での活動

もロータリーの重点分野に沿ったものでなければなりませ

ん。今年度のRIのテーマは「奉仕しよう みんなの人生を豊

にするために」、第2640地区方針は「広げようロータリーの

光を！」、そして和歌山南RCは「いつも全力青年、持続的

で有効な奉仕活動の成功のために」をテーマに掲げまし

た。しかし私が最もお伝えしたいことは、これらロータリーの

目的を遂行していくのにクラブの存続・活性化が何より大

切ということです。例会やイベントをより魅力的なものにする

ことによって会員の出席率向上を目指し、積極的入会勧誘

の意欲を高め、退会を防ぎましょう。意義ある社会貢献は

元気なクラブの存在に自ずとついてきます。是非知恵を出

し合ってまいりましょう。１年間どうぞご協力よろしくお願いし

ます。 

林 芳史 幹事 就任挨拶 

上西会長より 「やっとこの日が

来た！」と思って初例会に臨も

う、とお言葉を頂きました。 

半年過ぎた時には「もう半年し

かないのか！？」と悔しがろうと

も・・・ 

このように思えるくらいの楽しい

南ロータリーにするのだ、という

上西会長の決意を感じました。 

ク ラ ブ テ ー マ「い つ も 全 力 青

年、持続的で有効な奉仕活動の成功のために」を成し遂げ

るために 幹事としてクラブ全体の調和を図ることを常に心

がけ、楽しく有意義な 全力青年の集団へとまとめていきた

いと思います 

入会して８年の頼りない幹事でございますが、ご指導ご鞭

撻のほど何卒宜しくお願い申しあげます。 

幹事報告 

○７月新年度、宮本茂行さんが入会されました。 

 ようこそ和歌山南ロータリーへ、益々の活躍を期待しおり 

 ます 

○前年度にて今西利之会員、玉井利弘会員、佐藤則文会 

 員3名が退会されました。 



 

 

２０２１－２０２２年度テーマ：「いつも全力青年、持続的で有効な奉仕活動の成功のために」 

岩井雅之 SAA・ソング委員長 就任挨拶 

連続出席表彰 

前田耕道会員４７年  

嶋谷浩男会員２５年  

植田好紀会員 ２年  

会長・幹事バッチ授与式 

前年度樫畑国俊会長・今年度上西豊基会長によるバッ

チの交換がおこなわれました。 

前年度水城 実幹事・今年度林 芳史幹事によるバッチ

の交換がおこなわれました。 

SAA・ソング委員長を拝命いた

しました岩井です。上西会長の

本年度テーマを念頭に、例会

およびその他の会合において

会場の設営、および和やかな

会の運営を図り、 ニコニコ箱の

円滑な運営と管理に努力して

参ります。至らぬところもあるか

と思いますが、皆様にご指導い

ただきながら頑張っていきます

ので、1年間どうかよろしくお願いいたします。 



 

 

２０２１－２０２２年度テーマ：「いつも全力青年、持続的で有効な奉仕活動の成功のために」 

新 会 員 

氏  名  宮本 茂行（みやもと しげゆき） 
生年月日  昭和55年5月13日生まれ 星座 おうし座 

職業   自動車部品販売 

家族構成  妻  娘二人 息子一人 

趣味    ゴルフ 

一口メモ   皆様 よろしくお願いします！！ 

出 席 委 員 会 

山田出席委員長より本日の出席報告 

親 睦 活 動 委 員 会 

柴田親睦活動委員長よりご挨拶 

本日のソングは、大林SAA・ソング副委員長 

「君が代」・「奉仕の理想」 

S A A ・ソング委員会 

推薦者の橋本忠通会員・柴田会員より宮本 茂行 会員の 

ご紹介がありました。 



 

 

地区出向 

地区より前窪会員・豊田会員・角谷会員・栗本会員・水城 

会員・大工会員・戸井会員に委嘱状が届きましたので上

西会長よりお渡し致します。 

前窪貫志会員：副ガバナー 

豊田泰史会員：地区副代表幹事／危機管理委員会 委員 

２０２１－２０２２年度テーマ：「いつも全力青年、持続的で有効な奉仕活動の成功のために」 

角谷浩二会員:職業奉仕委員会委員長／青少年・ライラ 

          委員会 委員／社会奉仕委員会 委員 

栗本勝彦会員：米山学友小委員会 委員 

水城 実会員：地区財務委員会 委員 

大工博史会員：青少年交換委員会 委員 

戸井洋木会員：会員増強・維持 女性活躍・ 

          推進委員会 委員 



 

 

２０２１－２０２２年度テーマ：「いつも全力青年、持続的で有効な奉仕活動の成功のために」 

 ゴルフ同好会 

上西豊基会長よりゴルフ同好会石橋英二会長に２０２

１-２２年度の優勝記念品の目録が贈呈されました。 

乾杯の挨拶 

樫畑直前会長より新年度

を祝って乾杯の挨拶があ

りました。 

親睦活動委員会メンバー 

本日のお食事

は、新 年 度 を

祝 っ て お 赤 飯

でした。 



 

 

２０２１－２０２２年度テーマ：「いつも全力青年、持続的で有効な奉仕活動の成功のために」 

 

     

            ニコニコ箱 

 

         本人誕生日・・・石橋君・上西君・大山君・金谷君・北芝君・北畑君・越部君・島村君・田辺君・角谷君・豊田君・ 

                                   橋本忠美君・前嶋君 

          奥様誕生日・・・南方君 

          事業所創立・・・石橋君・岡崎君・志賀君・角谷君・畠中君・堀井君・宮本（憲）君・山中君 

          入会記念日・・・井口（善）君・石橋君・植田君・上西君・海堀君・樫畑君・金谷君・雑賀君・柴田君・角谷君・野上君・ 

                     林（勇）君・前嶋君・前田君・三木君・宮下君・宮本（憲）君・宮本（保）君 

          皆出席表彰・・・前田君・嶋谷君・植田君 

 

          前窪君・・・上西会長・林幹事・岩井SAAさん１年間ヨロシク！！副ガバナー前窪。 

          島村君・・・上西年度の船出を祝って。林幹事・岩井SAAもがんばって下さい。 

          林君・・・いよいよ？待ちわびた和歌山南ロータリー幹事、一年間楽しんで参りたいと思います。 

                皆様 宜しくお願い致します。 

          北畑君・・・６０周年の記念すべき年に長い間休ませていただきすみませんでした。 

     上西君・・・１年間よろしくお願いします。 

     豊田君・・・上西丸の出発を祝して。 

     樫畑君・・・上西丸 出航宜しくお願いします。 

     畠中君・・・林幹事さん少し位のOBもいいと思いますよ。 

     山田（昭）君・・・委員長とは、何十年振りのことでしょう。頑張りますヨッー！ 

     保田君・・・上西会長・林幹事1年宜しくお願い致します。 

     越部君・・・前年度お世話になりました。今年度もよろしくお願いします。昭子会員、委員長がんばって下さい。 

     野村君・・・上西年度をお祝いして。 

     中村君・・・宮本卓彦会長のご子息宮本茂行様ご入会いただきうれしいです。 

     小野君・・・上西丸、船出お目出とうございます。笑いのたえないロータリーを期待しています。 

     大林君・・・カラオケ同好会7月6日例会を再開させて頂きます。御参加よろしく。 

     橋本忠美君・・・11年ぶりに理事役員会に出る事になりました。上西新会長大変期待しています。 

     大山君・・・本人誕生日並びに上西会長・林幹事・岩井SAA頑張って。 

     三木君・・・上西年度のスタート。役員の皆様よろしくお願いします。 

     三木君・・・北畑会員の復帰を祝して。 

     前嶋君・・・上西会長1年間よろしくお願いします。林幹事1年間よろしくお願いします。 

     柴田君・・・宮本しげゆき会員入会おめでとうございます。 

 

 

                      計 ￥297,000 -  

７月 お誕生祝 


