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博愛を広げるために

ありがとうございました

2011〜2012年度 和歌山東ロータリーのテーマ

良き家族の絆が、良きクラブを作る

和歌山北Ｒ．
Ｃ．
会長

本日の累計 61,720円
（計11名

14件）
〔お誕生日お祝い

本日の例会

3,000円

皆出席表彰

次回の例会

累計額

●ビジター紹介
和歌山北Ｒ．
Ｃ． 竹村

１．2011−2012年度予算案について → 承認
２．その他
三毛会員の出席規定適用免除について → 承認
「思いやり愛すメール事業」への協賛金は今回は見
送る。 → 承認

第1回市内10ロータリークラブ会長・幹事会議事録
（報告者

瀧川嘉彦幹事）

日 時 2011年7月13日（水）午後2時20分～
場 所 ダイワロイネットホテル和歌山3F（サンクシェール）
幹事クラブ 和歌山西ロータリークラブ
出席者 ガ
 バナー補佐 脇坂三蔵さん
（和歌山R.C.）各クラブ会長・幹事

黒田

廣明さん

純一

副委員長

山東 勝彦 親睦委員
南條 信介さん

●出席報告
中野 久生 出席委員
会員数 ４８名
（内出席規定適用免除会員１０名）

議件

2011年7月14日（木）午後1時40分～
ルミエール華月殿3F（牡丹の間）

141,220円〕

7月14日（木）

●ロータリーソング
「四つのテスト」

7月28日（木）

第7回理事・役員会議事録

議題

133,220円

7月14日
（本 日）

２７名

６４．
３％

6月30日
（メーキャップ後）

３６名

８７．
８％

１．I.M.の開催について
地区の方針とは関係なく、3組のI.M.を2012年1月21
日に開催する。
ホストクラブは和歌山東南ロータリークラブとする。
２．ガバナー補佐挨拶…6月25日に急な依頼で決定しま
した。皆様とガバナーの間を良好に保つべく努力
したいと思います。宜しくお願い致します。
３．その他
地区協議会で地区資金の問題について各クラブで
考えて回答するようになっているがクラブで判断
するような内容でなないという意見が多数出た。
和歌山南R.C.より交換留学生を来年受け入れても
らえるクラブがないか依頼あり。
和歌山東R.C.よりスナーダイクマエ孤児院絵画展
の案内。
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会長報告

田原

久一 会長

皆様、こんにちは。会長報告をさせて頂きます。
和歌山北RCの竹村会長様

南條幹事様、ようこそお越し下さいました。

今年もよろしくお願いします。ごゆっくりなさって下さい。
先日、１０日に地区協議会が行われました。ガバナーは大澤

徳平さんに決まりました。現在

８０歳１９年前にガバナーをされました。元気そうです。
野井さん、島さん、樫畑さん、吉田さん、瀧川さんと私田原が参加しました。各委員長の皆様には御礼申し上
げます。後ほど

発表してもらいます。

来週の例会は臨時総会です。予算審議お願いします。

●クラブフォーラム「地区協議会の報告」

●卓話「教科書採択の現状」
新しい歴史教科書をつくる会和歌山県支部 支部長
尾崎 太郎さん

時
所

その他

7月21日（木） 前回の例会

●臨時総会
「２０１０－２０１１年度決算報告」
「２０１１－２０１２年度予算案審議」
●お誕生日お祝い
黒田 純一さん ７月 ４日 武田 慎介さん ７月２８日
松田 弘治さん ７月３１日
●ピアノ演奏
中井 利枝
Ｄｉ
ｓ
ｔ
ａｎｃ
ｅ
（妹尾 武）
北極星Ⅰ（宇佐見 秀文）

日
場

5,000円

2011年7月14日
（木）週報 / VOL.53 No.3（通巻2503）

ご参加の皆さんにおかれましては、非常に暑い日が続きますので、体調には気をつけてください

私的な事ですが昨日、高校野球県予選が始まりました。当校の初戦は第２試合で対戦は県立和歌山高校でした。
３年ぶり初戦突破しました。応援ありがとうございました。また玉置会員さんには、お世話になっております。

幹事報告

快挙報

瀧川
・

こばと学園だよりが届いていますので回覧します。

・

会長幹事会で中RCからいただいた例会資料を回覧します。

・

本日例会終了後３階にて理事役員会を開催します

嘉彦 幹事

女子ワールドカップドイツ大会

栄冠 「なでしこ」 世界を制す！
！
７月１８日、ドイツ、フランクフルトで行われた米国チームとの決勝戦は延長戦そしてＰ.Ｋ. 戦にもつれ
こみ、遂に勝利致しました。とかく暗い話題が多い日本にとっては、形容し難い程のうれしい快挙であり
ます。日本中が喜びに沸き、特に「東日本大震災」で被害を受けられた皆さんが一様に「元気が出た」「勇
気づけられた」とテレビで報じられています。何よりの事です。又様々な賞のうち日本チームに「フェア
プレー賞」が授与されました。誇れる事です。
日本チームの快挙に感謝とお祝い申し上げます。

（文責

笹島）

１・真実かどうか ２・みんなに公平か 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

１・真実かどうか ２・みんなに公平か 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

竹村 廣明さん 幹事 南條 信介さん
一年間よろしくお願い致します。
がこれからも発展し続けるよう祈念いたします。
有志会員一同
和歌山東Ｒ．
Ｃ．
前年度野上会長様始め役員の皆様方大変ご苦労様でした。
三毛理一朗さん ２週間欠席しましたので遅くなりましたが、
篤く御礼申し上げますと共に今年度田原スタッフの栄光の門出を祝しご健斗を祈ります。
島
公造さん 妻に美しい花をありがとう。
谷口 文利さん 慶風まずは一勝！
笹島 良雄さん 慶風高校野球部１回戦突破お祝い申し上げます。
角谷 芳伸さん 慶風高校一勝おめでとうございます。
吉田 篤生さん 地区協議会へ行ってきました。
今年度は
田原 久一さん 竹村会長さん、南條幹事さんようこそお出で下さいました。
よろしくお願いします。
応援ありがとうございました。
田原 久一さん ３年ぶり初戦勝ちました。
Ｃ．
の竹村会長、
南條幹事ようこそお越し下さいました。
瀧川 嘉彦さん 和歌山北Ｒ．
熱中症に気をつけましょう。
上中 崇司さん 毎日あついです。
阪神タイガース応援団一同
トラは連日ファンを喜ばせてくれます。
〔皆出席表彰〕
おめでとうございます！
島
公造さん １年皆出席表彰をいただきました。

竹村北R. C. 会長
南條北R. C. 幹事
田原東R.C. 会長
樫畑東R. C. 副会長
瀧川東R.C. 幹事

和歌山北ロータリークラブ会長、幹事 御来場
会長

竹村

廣明さん

＝絆を更に深く＝

幹事

南條

信介さん

和歌山北Ｒ.Ｃ.

竹村会長  ご挨拶

本日、親クラブである貴クラブを幹事と共に表
敬訪問させて頂きました。
この１年間皆様のご指導ご鞭撻を頂きながらが
んばりたいと思いますので、
どうぞよろしくお願い申し上げます。

（左から）樫畑東R.C. 副会長 南條北R.C. 幹事
竹村北R.C. 会長 田原東R.C. 会長 瀧川東R.C. 幹事

１・真実かどうか ２・みんなに公平か

会長部門

田原

久一 会長

まず、全体会議でガバナー大澤徳平さんの力強い挨拶を聞きまして、お昼の後、RI２６６０地区パストガバナー井上
暎夫さんの講演、そして部門別協議会 会長部門は地区代表幹事の松生さんの司会で始まりました。ガバナーより各地
区のＩＭは今年は出席しないから開催しなくてもよい。と言うような発言がありましたが、３組は地区関係なく開催します。
今年度の地区分担金の件で繰越金が多いから今年は徴収しないとの発言がありましたが、内容をよく聞くと余剰金
は東南海地震による災害対策のために、貯めた金だから、余剰金じゃ無いなど、話が紛糾し、時間切れにて散会しま
した。次回まで持ち越しです。
当クラブでは、分担金は徴収します。事態が変われば報告します。

幹事部門

瀧川

嘉彦 幹事

①クラブ運営に幹事としての留意事項
クラブ幹事要覧により説明
②クラブ情報規定委員会の役割
現在の大澤ガバナーはアクティングガバナーという位置付けで、林エレクト辞任により本来は米田パストガバナーが
今年度もガバナーを行う立場にあるが米田氏が辞退したために、ＲＩ会長が新ガバナーを選ぶまでガバナーを代行す
るように任命されたという説明がありました。
③クラブ細則の改正について
クラブ細則の改正についての説明がありました。
④２０１０年度規定審議会、採択制提案の確認
⑤２０１３年度規定審議会、立法案提出の説明
今年の９月３０日が提出の締め切りです。
⑥質疑応答
今年は地区資金は集めないという連絡がありましたがまだその件は未定でクラブ会長部門で地区資金をどうするか協
議してもらっているということでした。
部門別の会議の内容は時間的にも短く具体的な説明は特になく中身のない会議に感じました。

職業奉仕部門

島

公造 委員長

まず会場の受付に行くとローターアクトのような若者がたくさんいたのに驚きました。ロータリアンら
しき人の姿は受付にはなく、名札の準備もなく、大変違和感を覚えました。
全体会議はまず米田直前ガバナーと出席している４、５人のパストガバナーを紹介しただけで、後
は大澤ガバナーが今期の活動をパワーポイントで説明されましたが、流れ作業のようでした。
私はただ 地区協議会に出席してきただけ というむなしい思いで帰途につきました。

野井

晋 委員長

今期の地区協議会は出席者対応が従来と異なる仕組みであった事を報告いたします。受付担当が
ロータリアンではなくローターアクト・インターアクト会員であり、各クラブの記載名簿が用意されてお
らず、出された出席者カードは各人の胸元ポケットに差し込み自身の姓名を他人に知らしめる為とホー
ムクラブへの出席報告書（メイキャップカード）用でした。
地区には出席者の記録は一切無いわけです。○○○○○クラブの○○会長以下どういう役職のかた何名という大
切なことを記録として遺してはいないわけです。
二つめ、開会挨拶・地区役員紹介を大澤徳平ガバナーが地区幹事の氏名を紹介せず、一括起立させてお披露目した。
時間が足りないとの言い訳があったが納得できない。
三つめ、地区委員会のロータリー財団委員会委員長の豊澤洋太朗君とRotary E-Club Sunrise of Japan、財団学
友小委員会の豊澤たつみ君のことで、いらぬお節介と云われるかも知れませんが、メンバーの極端に少ないクラブに
もかかわらず会長ご夫妻で地区役員をなさるとは超人的なお働きを強いることになりませんか？
四つめアンチ米田眞理子派のパストガバナー諸兄の出席率は非常に悪く、中島治一郎、平原祥彰君の両名のみで
した。前代未聞の珍事ではないでしょうか？
午後の会合には、体調が悪くて参会できない旨幹事に伝え、会長のお許しを頂き副会長・クラブ奉仕委員長樫畑友
洋君に代理出席を御願いしました。奉仕プロジェクト部門協議会は7委員会が一堂に会したため、時間に制約があり、
私が気にしていたWCSに関する項目についてもほんの少し国際奉仕委員長から報告があったようです。
活動計画の（５）にWCSプログラム廃止に伴う、地区ホームページのリニューアル。となっており当クラブとしては
前年度より続いているスナーダイクマエ孤児院関係の予算を立てており急な廃止は困るので異義申し立て、今期は前
期同様にお願いするつもりです

新世代奉仕部門

樫畑

友洋 副会長

7月10日
（日）
、地区協議会に行ってまいりました。新世代奉仕部門に代理出席するためではありまし
たが、今回は『奉仕プロジェクト部門』ということで、社会奉仕、国際奉仕、職業奉仕、新世代奉
仕がひとまとめになっており、これら部門に係わる7つの委員会が1時間のなかで、それぞれ4 〜 5分ず
つ説明するといった内容でした。当クラブに関係する新世代の委員会としては、「青少年交換委員会」
と「青少年・ライラ委員会」になりますので、この２つの委員会について順に報告いたします。
まず、青少年交換委員会ですが、委員長は茂野芳久さん（羽衣）という方で、とても誠実そうな印象を受けました。
活動基本方針では、世界のなかで日本のロータリアンが約8％も占めているのに、青少年交換プログラムに参加する日
本の学生は全体の3％にも及ばないということに触れられ、昨年度の選考が6名であったのに対して、2012−2013年度
では10名を超えられるようにとの意気込みをお話しされていました。
次に青少年・ライラ委員会です。私たちのクラブからも乾さんが出向されると聞いておりますが、委員長は仲峯豊さん
（堺フラワー）という方で、声も大きく、とても元気な方でした。活動基本方針などにおいても、ただ読み上げるので
はなく、ご自身の思いを熱くお話しされていました。活動計画では、今年31周年のライラセミナーに関して、30周年の
高野山での200人参加を超えるべく、1泊2日研修と地区大会での1日研修を企画されているとのことです。
十分な時間もなかったようで、詳細については、これから詰めて行かれるのだと思います。以上で新世代部門の報
告とさせていただきます。

ロータリー財団部門

吉田

篤生 委員長

ロータリー財団が2013 〜 2014年度より未来への夢計画によって大幅に変わるため、今年は端境期
ではっきりしない時期である。
来年は半分は新しい方式で行う。
従来はいくつかの定められたプログラムの中から計画を選び実行だったのが、今後はロータリアン
が自らニーズを特定し、計画し、策定し、実行する方式に。
ポリオ・プラス・プログラム
ポリオ撲滅のためにビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団から2度にわたり授与された総額3億5,500万ドルの補助金に
応え、ロータリーがそれに上乗せするための2億ドルを集めるというものです。我々は昨年で完納したと思っていました
が、寄付金のうち地区財団活動資金（DDF）からの拠出分が寄付実績にカウントされないことが分かった為、地区で
1360万不足している状態です。
公益財団法人ロータリー日本財団ができたので、7/1以降は日本財団を通じて寄付して欲しいとのこと
財団奨学生
4名に減少。増やす努力を連絡の取れない奨学生が多いので、連絡先をご存知の方はガバナー事務局まで報告し
て欲しいとのこと

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

クラブフォーラム「地区協議会の報告」

国際奉仕部門

