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国際ロータリー第2640地区

和歌山東ロータリークラブ

ロータリーは機会の扉を開く

2020‑2021年度 国際ロータリーのテーマ

会 長 報 告
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樫畑

E-mail：info@werc.jp

友洋 会長

皆様こんにちは。
昨日、市内9RC の会長・幹事会に亀田幹事と行ってまいりました。そろそろ次年度の話題も出てきて、今
年度も残り3か月を切ったんだなと感じました。
さて、3月28日（日）国際ロータリー第2640地区 地区大会に片岡副会長と出席してまいりました。開会前
の正午から選挙人会議が行われ、次年度の地区大会開催地・開催日、本年度地区大会決議案など、予定さ
れていた審議事項が承認されました。次年度の地区大会は2022年3月26日（土）
、27日（日）に堺市で行
われる予定です。ゴルフ大会は3月9日（水）大阪ゴルフ倶楽部です。
今回はコロナ禍のなかでの開催で、参加人数等いろんな制限がありましたが、そのような状況のなかでもとても素晴らしい
地区大会をされたと思いました。
記念講演では、国際ロータリー第2660地区パストガバナーで、昆布の老舗、創業1848年の株式会社小倉屋山本代表取締
役 山本博史様が、RIと地区についてたいへん意義深いお話をされました。
国際ロータリーポリオ根絶大使をされている歌手で木版画家のジュディ・オングさんにも「輝いて生きる」という演題で、聞
いているだけで元気が出てくるような内容のご講演をいただきました。
そして、各部門表彰の会員増強賞「多くの新会員入会達成」での上位3クラブには、1位和歌山 RC（9名）2位和歌山南 RC（6
名）3位和歌山東 RC（5名）ということで我がクラブも表彰していただきました。
藤井ガバナーをはじめ、地区役員、ホストクラブである岸和田東ロータリークラブの皆様は、たいへんなご苦労ご決断をさ
れたと思いますが、実際参加させていただいて本当に素晴らしい大会であったと感謝いたしまして、本日の会長報告とさせてい
ただきます。

幹 事 報 告

亀田

直紀 幹事

皆出席表彰

◦こばと学園より会報と卒園される方の挨
拶文が届いております。…………… 回覧
◦ロータリーレートは4月より1ドル110円
となります。
◦高野山ロータリークラブの4月9日（金）
の例会はコロナウィルス感染症拡大防止
の為取りやめとなります。
◦2640地区より「2021-2022年度青少年交換プログラム
停止」のお知らせが届いております。

堀岡

忠男さん

1年皆出席通算22年

おめでとうございます

卓話「友誌はロータリー情報の宝庫です！」
国際ロータリー第2640地区 雑誌・公共イメージ委員長(和歌山城南R.C.) 井手 良明さん
昨年2月よりのコロナ禍で、各クラブも何

①会費支払い ②例会出席 ③ R.I. 公式雑誌購読です。R.I. 公式

度か休会を強いられ、また地区でも殆んど

雑誌は『The Rotarian』誌で、ロータリーの友と海外31雑誌が、

の主要会議がオンライン [YouTube 配信 ]と

R.I. 公式地域雑誌として認定されています。公式地域雑誌の制

なりましたが、先月28日 ( 日 ) の岸和田市・

度はその購読を会員に義務づけ、それによりロータリー情報を

南海波切ホールでの地区大会をクラブでは会長・幹事、地区で

広く普及する為のものです。『The Rotarian』誌から指定される

は委員長までと人数制限の上何とか開催できました。私も地区

記事を各国の言語に翻訳され掲載されています。ロータリーの

雑誌・公共イメージ委員長として今年度初めて和歌山東 RCさ

友は1953年1月に創刊され、1980年7月にR.I.より公式地域雑

んで卓話する機会を頂きました。ロータリアンの三大義務は、

誌として認定されました。創刊時は B5判50円、その後サイズが

❶ 真実かどうか

❷ みんなに公平か

❸ 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 真実かどうか

❷ みんなに公平か

A4に拡大されて40年以上経過した今も200円 ( 税別 )のままです。

① Email は henshu@rotary-no-tomo.jp

ここに( 一社 )ロータリーの友事務所の並々ならぬ努力が感じら

②友ウェブサイト「投稿フォーム」から www.rotary-no-tomo.jp

れます。会員年会費の中にその購読料が含まれており、有料と

です。投稿の際には、お名前、所属クラブ、日中連絡先電話必

いう実感がなく、余り読まれていないのが実状です。日本では

須です。クラブの社会奉仕活動などは、活動1か月以内にロー

会員数も減り続きそれに伴い、購読数は1997年の約138000

タリーアットワーク写真編 (150字程度 )、文章編 (600字以内 )、

部をピークに2020年には約92000部と減っています。数年前ま

写真3点程度 ( 集合写真は不掲載 ) 活動日記入の上投稿下さい。

では4月が雑誌月間、現在では9月がロータリーの友月間となっ

また『友愛の広場』『パズル deロータリー』『私の一冊』などに

ています。昨年2月より長引くコロナ禍で「友」誌への投稿も激

も積極的に投稿下さい。和歌山東 RCさんは永年に亘り養護施

減し、ロータリーの友事務所のスタッフもテレワークを余儀なく

設のこばと学園を支援という素晴らしい社会奉仕活動をされて

され、2020年5月号と6月号が創刊以来初めての合併号になり

います。是非ともその活動の模様をロータリーアットワーク等に

ました。友誌への主な投稿は2つあります。

引き続きご投稿頂ければと思います。本日は有り難うございました。

2020～2021年度

日 時 2021年4月8日 ( 木 ) 13：40～
場 所 ダイワロイネットホテル和歌山 4 F

第13回理事会議事録

樫畑友洋、赤井雅哉、瀧川嘉彦、片岡聖佳、亀田直紀、北浦康臣、山本進三、上中崇司、奥村申二、
乾 敦雄、細川竜二、吉田篤生、木下智仁

出席者

議
題

審
議
案
件

亀田直紀

協議案件

① 2020-2021年度年間行事予定表変更（案）承認の件
4月15日IM設定日を通常例会として開催… ……………………………………………………………………………………… ［承認］
② IDM開催回数変更（案）承認の件
当初4回開催予定をコロナ感染症の影響に鑑み2回に変更… ………………………………………………………………… ［承認］
③ 入会資格確認、職業分類確認、及び入会諾否通告承認の件… ………………………………………………………………… ［承認］
① 事務局運営について
事務局員の有給休暇に関する件を協議
以上

にこにこ箱
井手

議事録作成者

ありがとうございました
樫畑

友洋さん

お蔭様で和歌山城南R.C.33周年を迎えました。

亀田

直紀さん

井手様、本日はよろしくお願いいたします。

細川

竜二さん

井手様、本日はよろしくお願いします。

良明さん（和歌山城南 R.C.）

井手先輩、本日はお忙しい中ありがとうござ
います。

和歌山東 R.C. 様有難うございます。
瀧川

嘉彦さん

井手様本日は卓話よろしくお願いいたします。

瀧川

嘉彦さん

家内に花をありがとうございました。

片岡

聖佳さん

井手委員長、本日はよろしくお願いします。

木下

智仁さん

井手様、本日はありがとうございます。

北浦

康臣さん

井手良明様、本日は卓話宜しくお願いします。

（皆出席表彰）
堀岡

忠男さん

皆出席表彰有難う御座居ます。これからも宜
しく御願致します。

本日の累計…26,000円（計9名10件）〔お誕生日お祝い…300,000円 奥様花お礼…102,000円 皆出席表彰…35,000円 その他…1,177,000円 累計…1,614,000円〕

本日の例会

4月15日(木)

■卓話「狙われる仏像」
和歌山県立博物館主任学芸員 大河内 智之さん
■お誕生日お祝い
樫畑 友洋さん 4月 3日、上中 崇司さん 4月11日
後
亮さん 4月13日、中山 恒夫さん 4月26日
瀧川 嘉彦さん 4月27日
■ピアノ演奏
ユア・ソング (Elton John)
アンチェインド・メロディ (Alex North)

中井

次回の例会

利枝さん

4月22日(木)

前回の例会

4月8日(木)

■クラブフォーラム
「雑誌・中村文庫」
■卓話「友誌はロータリー情報の宝庫です！」
国際ロータリー第2640地区雑誌・公共イメージ委員長
井手 良明さん
■ロータリーソング
「君が代」「奉仕の理想」

加納

研次 ソング委員長

メーキャップ

（敬称略）

3月17日（ 水 ） 和歌山東南 R.C.
3月21日（日） 会長エレクト研修セミナー
3月27日（ 土 ） ロータリー財団補助金管理セミナー
3月28日（日） 2640地区 地区大会 樫畑 友洋、

中野 幸生
瀧川 嘉彦
瀧川 嘉彦
片岡 聖佳

■クラブフォーラム
「社会奉仕」
国際ロータリー第2640地区
和歌山東ロータリークラブ 創立／1959年2月23日

例会場／ダイワロイネットホテル和歌山 〒640-8156 和歌山市七番丁26-1 TEL（073）435-3333・FAX（073）423-0057
会員数 和歌山市三番丁6三番丁ビル5Ｆ
42名（内出席規定適用免除会員8名）
事務局／〒640-8142
TEL（073）432-4343・FAX（073）432-4845
4月8日
（本日）
27名/37名
73%
例会日 木曜日ださい。
12時30分
皆さん、出席してく

出席報告
会報・広報・
Ｉ
Ｔ委員会／瀧川
孝義
玉置
加納嘉彦研次藤村出席委員長

博康

❸ 好意と友情を深めるか

❹ みんなのためになるかどうか

