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2017-2018年度 国際ロータリーのテーマ

会 長 報 告

古屋

光英 会長

みなさまこんにちは。
いよいよ、梅雨まじかとなりこれからうっとうしい日が続きます。
本日は2018-2019年度地区協議会の報告です。次年度に向けての地区の方針その他の報告です。
もう残すところ1ヶ月となりました。６月２日に和歌山市内９Ｒ．Ｃ．の新現会長・幹事会が
開催されます。引継の月となります。最後まで頑張りますので皆様方ご協力宜しくお願いします。

幹 事 報 告
1.

田原

久一 幹事

ＪＣニュースを回覧します。

クラブフォーラム
「2018-2019年度地区協議会の報告」
会長部門／吉田

篤生 会長

会長部門は、PETS と連動した形で行
われ、まず地区の予算を承認しました。
樫畑ガバナーエレクトの地区大会にか
ける思いとして、ゲストの講演を最後ま
で聞いて欲しいとの思いがあり、来年の
地区大会の本会議は午後から始まり、途中食事中断のな
い形で講演へと繋がる形で行われます。ガバナーエレク
トの思いを汲み、参加される会員は講演の最後までの参
加をよろしくお願いします。
国 際 大 会 に つ い て も、 熱 心 な お 誘 い が あ り On To
Hamburg 委員会という組織で参加のフォローをしてくれ
ます。この機会に是非国際大会にもご参加ください。

幹事部門／乾

敦雄 幹事

クラブ幹事の役割と心得の研修を受け
ました。
①会員記録とクラブ情報管理 ②出席記
録と報告 ③諸会合の通知 ④委員会と
の連絡 ⑤通信文等の連絡 ⑥ＲＩ及び
地区ガバナーへの報告 ⑦ＲＩ及び地区への送金 ⑧財
務管理 ⑨年次報告
各種会合等、その他重要事項
①理事会 ②クラブ協議会 ③地区ガバナー公式訪問
④地区大会 ⑤国際大会
また本年度の重点項目として「マイロータリー」の普

❶

真実かどうか

❷

みんなに公平か

❸

及促進を図り、会員のアカウント登録を推進する、とあ
りました。

会員増強・雑誌部門／瀧川

嘉彦 会員増強委員長

（会員増強・活動計画）
1. 新規会員研修の実施 2. 公共イメージ
の向上 3. 個人ではマイロータリー、ク
ラブではクラブセントラルに加入を推進
する。
（雑誌・活動計画）
1.「ロータリーデー」開催の呼びかけ 2. ロータリーの活
動を広く世間に知っていただくためにソーシャルメディ
アの活用 3. 地元マスコミとの良好な関係構築 4.「ロー
タリーの友」誌への投稿呼びかけ

社会奉仕・職業奉仕部門／亀田 直紀 社会奉仕委員長
（社会奉仕・活動計画）
各クラブに推奨する奉仕活動（・環境保
全・防災対策・識字率向上・エイズ問題・献血）
2018-2019年度重点として地区内各
クラブ社会奉仕事業の紹介
（職業奉仕・活動計画）
1. 各分区単位で4つのテストと職業奉仕の理想を再確認する。
2. 各クラブで会員卓話を奨励する。
3. 決議23-24号「ロータリーとは、利己と利他との調和を
目的とする人生哲学である」の理解と実践に務める。

好意と友情を深めるか

❹

みんなのためになるかどうか

❶

❷

真実かどうか

みんなに公平か

ロータリー財団・国際奉仕部門／赤井

雅哉 委員長

（ロータリー財団・地区目標）
◦年次寄付「0」クラブの解消◦ポリオ
撲滅への協力◦恒久基金 / 大口寄付の増
進◦ロータリーカードの普及、推進◦年
次基金寄付 1人あたり200ドル以上◦ポ
リオ・プラス寄付 1人あたり１０ドル以上
（国際奉仕・活動計画）
・6重点分野に対する活動にはロータリー財団の補助金を
積極的に活用頂けるよう地区財団委員会と連携を図る。
・国際奉仕活動の計画、実施において単独クラブでは困難
な場合には数クラブ合同や分区単位でのマッチングも視
野に入れて必要な情報提供や支援を行う。
・クラブ国際奉仕委員長会議と財団委員長会議を協同で開
催したい。
・クラブ、地区、財団委員会と協力し、より質が高く、大
規模なグローバル補助金プロジェクトを立案できるよう
な委員会活動を行う。

米山記念奨学・情報規定部門／古屋

光英 委員長

（米山記念奨学・活動計画）
◦クラブ米山委員長会議◦新規奨学生オリエンテーショ
ン◦カウンセラー会議
◦米山奨学生…各クラブでの卓話及び通訳のお手伝い◦
青少年関係行事への参加◦地区協議会でのお手伝い◦地
区大会参加とお手伝い◦ワークショップ及びボランティ
ア活動
（情報規定・活動計画）
1. クラブ情報規定委員長会議開催
2.18-19年規定審議会に出される制定案の検討と、承認さ
れた制定案の吟味と各クラブへの周知、及び変更を必要
とする定款・細則の検討。

青少年奉仕部門／武田

慎介 委員長

2640地区青少年奉仕委員会は、青少年交換、インターア
クト、ローターアクト、青少年ライラから成り立っています。
当クラブはこばと学園との交流事業に注力していきた
いと思います。

にこにこ箱

ありがとうございました

村田

昌之さん

家内にお花をありがとうございました。

古屋

光英さん

名誉会員津本さん冥福をお祈りします。

村田

昌之さん

本日都合でＩ．Ｄ．Ｍ．を欠席させ

田原

久一さん

名誉会員津本さん安らかに！！長い間
ありがとうございました。

て頂きます。
玉置
水谷

博康さん
豊さん

家内にお花をお送り頂きまして有難う

康臣さん

本日の累計

毎年恒例のホタル鑑賞会を6/9

16

時より行います。ご希望の方は田原

来年度のソング委員長に向け歌の練

まで連絡して下さい。
三木

保典さん

39,000円（計7名9件） 〔お誕生日お祝い

452,000円

6月7日（木）

■クラブフォーラム
「Ｉ．Ｄ．Ｍ．年間報告」

次回の例会

利枝さん

6月14日（木）

■新現合同クラブ協議会

会員数 41名（内出席規定適用免除会員10名）

保典

皆出席表彰

40,000円 その他

1,258,000円 累計

前回の例会

1,750,000円〕

5月31日（木）

■地区研修協議会の報告

■ピアノ演奏
中井
天の川の都市で（西村 由紀江）
きっと・ずっと・・・（西村 由紀江）

三木

うっとうしい季節に入ってきました。
体調には気を付けて。

４月の歓迎会のお礼です。

本日の例会

出席報告

久一さん

ございました。
習をしています。がんばります。
北浦

田原

Ｓ．Ａ．Ａ．

■ロータリーソング
村田 昌之
「和歌山県民歌」「和歌山東ロータリーの唄」
メーキャップ

会員

（敬称略）

5月19日（土）地区立法案検討会・会長会議 古屋 光英、田原 久一
5月26日（土）ガバナー補佐予定者会議 角谷 芳伸、山本 進三
5月29日（火）月信編集会議 山本 進三
6月 1 日（金）和歌山中 R.C. 内畑 瑛造

5月31日
（本 日）
5月17日
（メーキャップ後）

26名/35名
休会

74.3％

皆さん、出席してください。
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例会日 木曜日 12時30分
会報・広報委員会／西岡

崇

笹島

良雄

中山

恒夫

寺下

❸

浩彰
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❹

みんなのためになるかどうか

