2010〜2011年度 国際ロータリーのテーマ

地域を育み 大陸をつなぐ

1. 真実かどうか 2. みんなに公平か

2010〜2011年度 和歌山東ロータリーのテーマ

併し、２６４０地区の社会奉仕委員会顧問という立場から考えると断る訳には参りません。微力乍ら努力させて頂きます。
社会奉仕は、会員皆さんで汗を流す業務です。皆さん、其の節は御協力宜しくお願い申し上げます。

地域に広げよう、
友情の輪

宮本 和佳さん
微力ながら尽力させて頂きます。理事に選ばれた理由は出席率を高めようとの事だと思います。

国際ロータリー
第2640地区

赤井 雅哉さん
余り出席率も良くないですが、精一杯頑張りますので宜しくお願いします。
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ありがとうございました

先日の元会長会議でＲＣの今後について
勉強致しました。
会長の御配慮に感謝しています。有難う
ございました。
家内にお花を頂き有難うございました。
本日の総会の欠席のお詫びです。
野上会長・古屋幹事さんにはパスト会長
会お世話になりました。野上会長には四
つのテストを守って後半も頑張って下さい。
Ｒ.Ｉ. 会長レイ・クリンギン・スミスさん、
次々年度Ｒ．
Ｉ．会長 田中作次さんをお
迎えしての第３９回ロータリー研究会に
出席してきました。日本の３４地区のガバ
ナー・ガバナーエレクト・パスト・ガバナー
他２００名を越える方々が参加しておりまし
た。壇上の皆さんがご高齢なのが、少し
気になりました。

本日の例会 

会 長 報 告 

りょう

亮さん

12月9日（木）

●卓話
「ガンに対する先進医療」
当クラブ会員 松田
●皆出席表彰
内畑 瑛造さん １年皆出席 通算３８年
笹島 良雄さん １年皆出席 通算１２年
●ピアノ演奏
クリスマス・イヴ
（山下達郎）
サイレント・イヴ
（辛島美登里）

弘治さん

１８：３０〜  於ダイワロイネットホテル和歌山４Ｆ
次回の例会 12月18日
（土）

岡野

年秀さん

新入会員の後さんをお迎えして。
ようこそいらっしゃいました。
谷口 文利さん 後さんご入会あめでとうございます。
宮本 和佳さん 後さん、ご入会ありがとうございます。
角谷 芳伸さん 松田さん、祝・成人！！
藤井 義宣さん 仕事の面で良い事がありました。
松田 弘治さん 行事が重なり久しぶりの参加です。
ご迷惑をおかけします。
野上 泰造さん 後様ようこそ御入会下さいました。
古屋 光英さん 後亮さん、入会おめでとうございます。
山本 進三さん 先日は休んで申し訳ありませんでした。
阪神タイガース応援団一同
後さん入会おめでとうございます。
本日の累計 ５５，２８９円（計１２名 １５件） （お誕生日お祝い ２７９，０００円
皆出席表彰 ３０，０００円　　その他 １，０１８，４６３円） 累計額 １，３２７，４６３円

前回の例会 

12月2日
（木）

●年次総会「次々期会長、次期副会長、次期理事選出」
●ロータリーソング
「奉仕の理想」
●ビジター紹介
橋本Ｒ．
Ｃ． 石脇

真野

正雄さん

賢司 ソング副委員長

赤井

雅哉 親睦委員長

●出席報告
真野 賢司 出席副委員長
会員数 ５０名
（内出席規定適用免除会員１１名）
12月 2日（本

日）

11月18日（メーキャップ後）

３８名

８６．
４％

４０名

９５．
２％

●クリスマス家族会
●メイキャップ状況●（敬称略）
１１月２５日
（木） ロータリー研究会 松田 洪毅 / １１月２９日（月） 麹町Ｒ.Ｃ. 堀井 孝一
１１月２９日
（月） 和歌山アゼリアＲ.Ｃ. 角谷 芳伸、岸裏 廣澄、黒田 純一、島 公造、山本 進三、吉田 篤生
１２月５日
（日） 地区研修リーダーセミナー 松田 洪毅
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／ルミエール華月殿 和歌山市屋形町2-10 TEL（073）424-9392 例会日 木曜日 12時30分
事務局／〒640-8142 和歌山市三番丁6関西電電ビル5Ｆ TEL（073）
432-4343・FAX（073）
432-4845
会報・広報委員会 谷口 文利 笹島 良雄 岡野 年秀 堀岡 忠男 角谷 芳伸

3. 好意と友情を深めるか 4. みんなのためになるかどうか

和歌山東ロータリークラブ

野上

泰造 会長

皆様、こんにちは。会長報告を申し上げます。
後会員のご入会を心から歓迎致します。４９名で続いて来た会員数が、ようやく５０名に達しました。
橋本ロータリークラブの石脇様、ようこそおいで下さいました。ごゆっくりとご歓談下さい。
本日は、年次総会です。後ほど次次期会長、次期理事に付いてのご審議を頂きます。宜しくお願い致
します。
先々週の青少年健全育成啓発活動、先週のエイズ撲滅推進活動、それぞれにご参加、ご協力頂きまし
た皆様方には、ご苦労様でした。
さて、議会開設１２０年記念式典に於いて、起立されていた秋篠宮ご夫妻に「座れよ！」と言った衆議院議員が、懲罰動議
にかけられ、メキシコでの国連気候変動枠組み条約締約国会議では、世界不名誉賞（今日の化石賞）
に日本が選ばれました。
これは、環境団体のネットワーク組織（CAN）が毎年最も後ろ向きな発言をした国に対して授与されるものです。２０１２
年までに６％削減を謳った京都議定書の期間延長や、２０２０年までに２５％の削減に反対の意見を述べた日本に対する賞で
す。日本は、６％削減どころか、逆に６％増加しており、２５％の削減も、前某総理大臣が提唱したものです。
夢を持つことは良いことですが、大人は、実現可能な計画を立てることが一番だと思います。

幹 事 報 告 

古屋

光英 幹事

１．ガバナー事務所から、冬期休暇の案内が来ています。
１２月２７日（月）〜１月４日（火）です。休暇中の事務所の電話は留守電です。
２．河内長野Ｒ.Ｃ. 創立５０周年記念式典、記念懇親会を、２０１１年３月１３日（日）に行います。という
案内が届いています。 回覧します。
３．世界社会奉仕地区ファンドへ、スナーダイクマエの基金を当クラブより２０万円送金し、地区から
は４０万円の振り込みがありました。クリスマス家族会の席でメアス博子さんに 贈呈致します。

年次総会■
幹事より会員総数５０名内３８名の出席があり、クラブ細則第５条第１節の規定を満たし総会が適法に成立した旨の報告があ
り、選考委員長により選考委員会にて次々期会長に古屋光英会員が選考された旨を報告し、次いで野上会長より議場に承認を
求めた結果全会一致にて承認した。次いで選考委員長により次期副会長、理事について下記の通り選考された旨を報告し、次
いで田原次期会長より議場に承認を求めた結果全会一致にて承認された。
次期副会長 樫畑 友洋
次期理事 島 公造、笹島 良雄、宮本 和佳、赤井 雅哉

古屋光英次々期会長挨拶 ■

伝統のあるこのクラブの会長に選任されまして本当に有難うございます。私にとっては大変な重圧でございますが、就任ま
での１年半しっかり勉強して参りたいと思いますので、どうか皆様のご協力を賜りたく存じますので宜しくお願い致します。

次年度理事挨拶  ■

樫畑 友洋さん（次年度副会長）
副会長としてご拝命頂きました。田原さんから電話を頂いたときは耳を
疑いましたが、このクラブの会員として前向きに楽しめよという事と考え、
引き受けさせて頂きました。我々の年代がもっともっとクラブの運営に積
極的に関わって行かなければならない。他の若手の方にも道ずれになって
頂いて一年間頑張って行きたいと思いますので、宜しくお願いします。
笹島 良雄さん
田原会長エレクトより、電話にて次期社会奉仕委員長と理事の就任依頼
がありました。
本来なら次代の方々にして頂いた方がよいのではと申し上げました。
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