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会 長 報 告

樫畑

E-mail：info@werc.jp

友洋 会長

皆様こんにちは。
GW があって3週間ぶりの例会ですが、この間も新型コロナが猛威を振るっています。和歌山県ではなんと
か食い止めてくれているといった感じですが、東京、大阪など6都府県には引き続き緊急事態宣言が出され
ています。
宣言対象地域では、居酒屋でお酒を飲むことも、ゴルフ場で昼食時に生ビールを飲むこともできないといっ
た状況です。そのようなスッキリしない日々が続くなか、先日、本当に明るくおめでたいニュースがございました。
皆様ご存じのとおり、春の叙勲におきまして、当クラブの中野幸生会員が旭日小綬章を受章されました。経営者としての功績、
地域経済や公安委員会でのご活躍など、多方面において日頃から社会に大きく貢献されてこられたことでの受章であられるかと
思いますが、我がクラブとしてもたいへん名誉なことであり、心からお祝いを申し上げる次第です。
あらためて、立派すぎる先輩の背中を目標に頑張ってまいりたいと思います。以上、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

ロータリー財団より表彰

◦5月のロータリーレートは1ドル109円
となります。
◦新型コロナウィルス感染防止の為各ク
ラブより例会取り止めの案内が届いてお
ります。
和歌山中ロータリークラブ

5月21日（金）
、28日（金）

和歌山東南ロータリークラブ 5月19日（水）
、26日（水）
岩出、高野山、粉河、海南東の各クラブからも届いており
ます。…………………………………………………… 回覧
◦こばと学園だより… …………………………………… 回覧

中江 遵義さん
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
7回目

加納 研次さん
ポール・ハリス・フェロー

お め でとうございます

卓話 ��� 国際ロータリー第2640地区ガバナーエレクト・社会奉仕委員長 豊岡 敬さん
「青少年奉仕月間」ということで卓話をさ

の社会奉仕クラブです。2640地区内では12のインターアクトク

せて頂きます。私自身は長らく青少年交換委

ラブがあり、それぞれの学校単位、また地区全体での活動を行っ

員をさせて頂きました。青少年交換の歴史

ています。例年12月末には海外への研修を行っていたのですが、

は古く、1921年にヨーロッパで始まったと言

やはり新型コロナウイルスの影響で昨年からは行われていません。

われています。当初は、ロータリアンの子女

ローターアクトクラブは、1968年にアメリカで最初のクラブが

同士をそれぞれのご家庭がホストファミリー

設立されました。18歳から30歳までの若人のためのクラブとし

になって預かる形でしたが、その後、広く一般にも門戸を広げ、

て設立されました。その目的は、個々の知識や技能を高め、親

小さな親善大使として国際理解や世界平和を広げる目的で、高

睦と奉仕活動を通じて全世界の人々のあいだによりよい信頼関

校生が海外に留学をするプログラムとなっています。1年間留学

係を推進するための機会を提供することです。2640地区には、

をして帰国された学生さんは、大きく逞しく成長して帰国してく

8のローターアクトクラブがあります。近年 RI は、ローターアクト

れます。残念ながら世界的な新型コロナウイルスの感染流行に

クラブの活躍への期待が高まっており、2019年の規定審議会

よりまして、2022年6月末まで青少年交換は休止となっています。

では、国際ロータリーは、ロータリークラブとローターアクトクラ

インターアクトクラブは、1962年にアメリカで最初のクラブが

ブで構成されることになりました。また標準定款からは、年齢の

設立されました。ロータリークラブに提唱された12歳から18歳

上限が撤廃されましたし、今後は人頭分担金も発生することに

までの中学校・高等学校の部活として活動するボランティア系

なります。ローターアクターには将来のロータリアン候補として
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も益々の活躍を期待したいです。

差別乱射では、巻き込まれた交換学生が死傷するといった痛ま

ロータリー青少年指導者養成プログラム（RYLA）は、14歳
から30歳までを対象にしたもので、若い人達が新しい友人をつ

しい事件がありました。日本の我々が経験した緊急事態としては、
東日本大震災や昨年来の新型コロナの感染拡大による、交換学

くり、楽しみながらリーダーシップのスキルを磨くプログラムです。

生の避難や緊急帰国というものもありました。セクハラ、パワハ

今年は、6月26日・27日に高野山にて成人向けの RYLAを実施

ラにも迅速な対応が必要で、被害者からの申し出があった場合

する予定です。

には例外なく72時間以内にRI に通報する義務があります。

青少年奉仕に関しては、RI から危機管理へ対応を求められて

青少年奉仕は、若い人達を対象にしたプログラムなので、な

います。特に、青少年交換学生は事件・事故に巻き込まれるこ

かなか大変な面もありますが、次世代を担う若者の健全な成長

とが多いことと、セクハラ、パワハラなどのハラスメントの被害

に寄与するという点ではやりがいがあるものです。ぜひ青少年

にあうこともあります。2009年にオレゴン州で発生した銃の無

奉仕プログラムに挑戦して頂きたいと思う次第です。

2020～2021年度
出席者

審議
案件

日
場

第14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、瀬藤啓司、北浦康臣
山本進三、上中崇司、奥村申二、乾 敦雄、木下智仁、吉田篤生
① 最終夜間例会懇親会事業計画（案）
・予算（案）承認の件
…………………………………… ［6月24日開催にて承認］
② 新型コロナウィルス感染症対策に関する事業計画（案）
・予算
（案）承認の件… …… ［開催日時変更の可能性を了承の上、承認］
③ 2020-2021年度下期クルービズ設定期間承認の件
…………………………… ［6月1日から6月31日まで設定］
④ ホームページ充実化事業計画（案）
・予算（案）承認の件
…［歴代正副会長・幹事、年間スケジュールページ増設を承認］
⑤ 地区財団補助金申請承認の件
…… ［次年度事業計画に伴う地区への申請について承認］

オブザーブ

内畑
玉置
山本
瀧川
乾

2021年5月13日 ( 木 ) 13：40～
ダイワロイネットホテル和歌山 4 F

議事録
作成者

角谷芳伸

亀田直紀

審議
案件

⑥ 和歌山東ロータリークラブ事務局員の労務管理に関する覚
書承認の件… …………………………………………………
［事務局員の年次有給休暇取得方法についての覚書交付を承認］
⑦ 和歌山新報「ダメ・ぜったい」広告掲載（案）
・予算（案）承認の件
……………… ［例年通りの内容である旨確認の上、承認］

協議
案件

① 事務局引っ越しについて
事務局備品の要不要判断について協議
以上

にこに こ 箱
豊岡

時
所

ありがとうございました

敬さん（ゲスト）
本日は卓話の機会を頂きありがとうございました。
次年度は私のガバナー年度となります。
よろしくお願い致します。
瑛造さん
4月28日の妻の誕生日にアンスリームの美しい花を
頂き有難うございます。
博康さん
妻にきれいなお花を頂きありがとうございました。
進三さん
豊岡様、本日はようこそお越しいただきました。
卓話よろしくお願いします。
嘉彦さん
豊岡ガバナーエレクト様本日は卓話よろしくお願い
いたします。
敦雄さん
豊岡様、本日はよろしくお願いいたします。

片岡 聖佳さん
古屋 光英さん
奥村 申二さん
北浦 康臣さん
瀬藤 啓司さん
山﨑

肇さん

樫畑

友洋さん

亀田
細川

直紀さん
竜二さん

豊岡様本日は卓話ありがとうございます。
久しぶりの例会出席です。
久しぶりの例会、よろしくお願いします。
豊岡様本日は卓話宜しくお願いします。
久しぶりに例会出席出来ました。本日宜しくお願い
します。
家内の誕生日に当店のお花を頂き誠にありがとうご
ざいました。
ガバナーエレクト豊岡様本日はお忙しい中お越し頂
きありがとうございます。
豊岡様本日はありがとうございます。
豊岡様本日はよろしくお願いします。

本日の累計…48,000円（計15名15件）〔お誕生日お祝い…350,000円 奥様花お礼…122,000円 皆出席表彰…35,000円 その他…1,223,000円 累計…1,730,000円〕

本日の例会

5月20日(木)

■卓話「世界に誇る日本のレジャー「カラオケ」と新型コロナ」
（株）
ミニジューク関西 代表取締役 島垣 利光さん

■クラブフォーラム
「地区協議会の報告」
5月13日(木)

■クラブフォーラム
「青少年奉仕」

竜二さん ５月８日

■ピアノ演奏
明日に架ける橋 (Paul Simon)
モルダヴの流れ (Bedrich Smetana)

5月27日(木)

前回の例会

■お誕生日お祝い
細川

次回の例会

中井

利枝さん

■卓話
国際ロータリー第2640地区ガバナーエレクト・社会奉仕委員長 豊岡 敬さん
■ロータリーソング

「君が代」「奉仕の理想」
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

加納

研次 ソング委員長

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
5月13日
（本日）
29名/38名
76.3%
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

