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国際ロータリー・テーマ 

次週のプログラム 
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中村和子 

 

会報委員長 岡崎全雄 副委員長 西村昌記 

委員 坂東利明 植田好紀 湯山弘二 

 井口善隆   

2021年１２月 第２週 

  

  ２０２１年１２月１０日（金） No.２８６６ 

 第２９２３回 例会 

 ○ ソング「四つのテスト」 

 ○ 卓話「数学者岡潔博士と数学こぼれ話」 

    橋本市岡潔数学ＷＡＶＥの会 会長 

          木地 茂典 様 

  

 １２月１７日（金） 

 ○ ソング「和歌山南ロータリークラブ讃歌」 

 ○ 卓話「人材移動のかけはし「公益財団法人 

           産業雇用安定センター」について 

    公益財団法人 産業雇用安定センター 

    和歌山事務所 所長 

           中島 一裕 様 

 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 

会長報告 

ガバナー     豊岡 敬 

本日のプログラム 

前週の報告  ２０２１年１２月 ３日（金） 

出席報告    会員８０名（出席規定適用免除会員８名） 

          出席５８名 ホームクラブ出席者７２．５０％ 

幹事報告 

・ロータリーレート １ドル/１１４円

となっております。 

・ロータリー米山奨学会よりオミク

ロン株の影響により奨学生の冬

休み帰省ができない、また帰省し

ても入国できないなどの不安が

あるとの連絡が来ております。 

また帰省し９０日間入国できない

場合は奨学金を打ち切りになると

の連絡がきております。 

当クラブ奨学生 オウ・シンイさんも慎重な判断ができるよう

米山奨学委員会の会員の皆様、サポートのほど宜しくお願

いいたします。 

・本日は年次総会となっております。 

指名委員長、会員皆様の宜しくお願い致します。 

 今年もあっという間に12月を

迎えまして、本日は年次総会

開催です。第1号から第3号議

案まで上程しています。宜しく

ご審議の程お願い申し上げま

す。 

 さて、現在オミクロン株という

のが話題に上がっています。去

る11月24日に南アフリカ共和国

からWHOに世界初の感染報告

がありました（南ア発祥かどうか

は分からない）が、今や30の国・地域でオミクロン株の感染

が認められています。日本でもすでに２例の感染者が報告

されています。11月30日に政府は全世界からの新規外国

人の入国を禁止する措置を講じ、WHOからは疫学的には

正しくないと批判されてしまいました。オミクロン株はデルタ

株などと比べるとウイルス表面のスパイクタンパクの数が２

倍程増えていて人の細胞への親和性が高まる、すなわち

感染力は強くなっているが、毒性は軽い、すなわち致死性

は低い。コロナパンデミックもついに終焉を迎えるという意

見もあります。12月も中頃になれば今後の正確な予測が立

つでしょう。それにしても、第６波などが万一勃発するような

ことがあれば当クラブの今後の予定（2年越しの沖縄旅行

など）を再度見直さなければいけない事態になります。本

当に頭の痛いことです。 
本日のｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 

大林SAAｿﾝｸﾞ副委員長 
山田出席委員長より 

本日の出席報告 



 

 

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」 

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80名、本日出席者数５８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、林 芳史幹事が議場に報告。 

細則の規定により上西豊基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 2022～2023年度理事・役員 選任の件 

議案3 2022～2023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

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橋本忠美会計より説明

があった。 

 

議案2 

11月19日 開催された指名委員会の結果を、岡崎全雄

委員長が議場に報告。 

 議長が、岡崎全雄委員長より報告のあった次次年度

（2023年～2024年）の会長として小野正克会員、次年度

副会長として岩本 研会員、そして次年度理事として三木

菊夫会員、野村壮吾会員、岩井雅之会員、海堀 崇会

員、宮本保志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・

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、中村和子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。 

 

      2022～2023年度 和歌山南R.C. 

 

     会   長     中村和子会員 

     直前 会長   上西豊基会員 

     次年度会長   小野正克会員 

     副 会 長    岩本  研会員 

     理   事     三木菊夫会員(クラブ奉仕担当） 

                野村壮吾会員(職 業 奉仕担当） 

                 岩井雅之会員(社 会 奉仕担当） 

                 海堀 崇会員(青少年奉仕担当） 

                宮本保志会員(国際奉仕担当) 

     幹   事     石橋英二会員 

     会   計      南方康治会員 

     会場監督(S.A.A) 越部早絵会員 

                            以 上 

会計報告 
橋本忠美会員より現年度の

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。 

指名委員会 

委員長 岡崎全雄会員 

委員    大工博史会員 

            金谷直俊会員 

      柴田哲男会員 

            江口暢洋会員 

            林元光広会員 

            雑賀宅史会員 

     

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  小野正克会員 

 次年度副会長候補  岩本 研 会員 

 次年度理事候補    三木菊夫会員 野村壮吾会員 

               岩井雅之会員 海堀 崇 会員 

               宮本保志会員 

 

11月19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。 



 

 

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」 

中村和子 次年度会長挨拶 

石橋英二 次年度幹事挨拶 

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。 

小野正克2023－24年度会長 

南方康治 次年度会計 

岩本 研 次年度副会長 

創立60周年を迎えた和歌山南ロータリークラブに在籍して

21年の今年、次年度会長を拝命することになり、諸々のご

承認を頂きまして、会員の皆様に御礼を申し上げます。 

先輩会員諸氏が築き上げ、繋げて下さった暖かく楽しいそ

して有意義なクラブを65周年70周年向けて更に充実させる

1年になればと思います。 

浅学非力な私ですが会員皆様のご意見ご協力を宜しくお

願い申しあげます。 

この度次年度幹事を拝命しました石橋です。 

まず、大事な総会に欠席することになりましたことを中村次

年度会長、次年度各理事の皆様、その他会員の皆様に深

くお詫び申し上げます。 

 2006年に入会させていただき16年目になりますが、在籍

期間が長いだけでロータリーに関する知識は本当に乏しい

のでこれからの半年間一所懸命勉強していきたいと思って

います。和歌山南ロータリークラブ初の女性会長になられ

る中村次年度会長を補佐し、次年度のクラブ運営がスムー

ズにできますよう精一杯務めさせていただきたいと思ってい

ますので会員の皆様のご協力・ご支援よろしくお願い申し

上げます。 

三木菊夫次年度クラブ奉仕理事 

野村壮吾次年度職業奉仕理事 



 

 

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」 

親睦活動委員会メンバー 

                   

                      ニコニコ箱 
 

本人誕生日・・・大桑君・岡崎君・小野君・樫畑君・野上君・ 

                      前畑君・三木君・南方君・山本君 

奥様誕生日・・・岩本君・大山君・大桑君・樫畑君・栗本君・ 

                      野村（直）君・橋本忠通君 

事業所創立・・・水城君・野村（直）君 

岩本君・・・先日の祝賀会ありがとうございました。 

雑賀君・・・ホールインワンコン残金です。 

               ありがとうございました。 

植田君・・・雑賀さんごちそうさまでした。 

上西君・・・年次総会です。宜しくお願いします。 

畠中君・・・岩本さん おめでとうございます。 

               素晴らしい祝賀会でございました。 

井口（善）君・・・雑賀さんホールインワン記念コンペで六甲 

                      国際楽しくラウンドさせていただきました。 

                      雑賀さんありがとうございました。 

柴田君・・・12月19日（日）クリスマス家族例会を開催いたし 

               ます。多数の皆様の参加宜しくお願いします。 

山田（昭）君・・・故郷の空気を吸って元気をもらって来まし 

                     た。 

毘舎利君・・・ちょっと良い事があって。つつむ1才おめでと 

                  う。藤林君苦労かけました そしてありがとう。 

山本君・・・上西先生、橋本先生御世話になります。 

前嶋君・・・チョット良い事があって！ 

林（芳）君・・・100点たたきました。小野（鬼）さんにイジメら 

                  れた。 雑賀さん ありがとう。 

 

   計￥158,000 -  累計￥1,271,470 - 

12月お誕生祝 

岩井雅之次年度社会奉仕理事 

海堀 崇次年度青少年奉仕理事 

宮本保志次年度国際奉仕理事 


