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今週月曜日、市内９クラブの会長幹事会がありました。議案はＧＳＥメンバーのお世話です。今回アメ

リカニューヨーク州RI７１５０地区との交換でＧＳＥメンバー５名が３月２７日から４月２４日迄滞在し、ＩＭ３

組は４月１９日から４月２４日迄の５泊６日が担当となっています。明日９クラブの会長幹事で各クラブの担

当を協議する事になっています。協議の結果ご無理をお願いすることになるかと思いますが、その時は

よろしくお願いします。

今日は何の記念日かとインターネットで調べますと、「ライバルが手を結ぶ日」とされています。

1886年（慶応2年）1月21日、坂本竜馬の仲介により京都の薩摩藩邸で、薩摩藩西郷隆盛、長州藩桂小五郎らが会見し、

倒幕を目指して薩長同盟が結ばれました。それの記念日だそうです。ライバルのある方は、今日ばかりは仲良く酒でも

酌み交わされては如何でしょうか。

そして、今年は１９世紀を代表する天才作曲家ショパンが生まれて２００年になり、祖国ポーランドではその佳節を記

念し、コンサートをはじめ１０００以上の行事を予定しているそうです。

私は、ショパンといえば「革命」という曲を連想します。それ以外の曲は知りません。圧制に苦しむポーランドの独

立を目指し民衆革命を蜂起するが、鎮圧されてしまう。それを国外で聞いたショパンが万感の思いで綴ったのがエチュー

ド（練習曲）「革命」です。苦悩、苦境が素晴らしい芸術、文学の土壌となる事が多くあります。今大変な経済状況で

すが、芸術、文化より勇気を得て、反転攻勢を駆けて行くのも一つ良い方法かなと思います。

会 長 報 告 谷口　文利 会長

皆様、こんにちは。幹事報告を申し上げます。

先週は「寒い日が続きますが、お体を御自愛下さい」と申し上げましたが、今週は４月の様な暖か

い日が続いております。次週からは、再び寒くなるようですので、気を付けて下さい。

地区からＷＣＳ海外視察実施に伴う参加者募集の案内が届いております。４回目のＷＣＳ海外視察で、

今回はインドネシアのバリ島との事です。参加希望者は事務局まで。

Ｒ.Ｉ.会長エレクトのレイクリンギン・スミス氏から次年度Ｒ．Ｉ．テーマの報告がありました。『ＢＵＩＬＤＩＮＧ  ＣＯＭＭＵＮ

ＩＴＩＥＳ  ＢＲＩＤＧＩＮＧ  ＣＯＮＴＩＮＥＮＴＳ』（地域を育み、大陸をつなぐ）との事です。具体的には、如何にすべきか？を

勉強したいと思います。

ロータリー文庫運営委員会推薦の『日本ＲＣ認証順位一覧』の冊子が届いております。

冊子は無料ですが、送料のみ必要とのことです。クラブでまとめて発注したいと思いますので、ご入り用の方は事

務局までお申し付け下さい。

本日の理事・役員会は、午後６時３０分からです。

幹 事 報 告 野上　泰造 幹事

メーキャップ情況

１月１８日（月）　和歌山北Ｒ.Ｃ.　寺下　浩彰 / １月２０日（水）　和歌山西Ｒ.Ｃ.　瀧川　嘉彦、中江　遵義
１月２２日（金）　和歌山中Ｒ.Ｃ.　乾　敦雄、角谷　芳伸、島　公造、宮本　和佳、山野　武彦

（敬称略）
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前回の例会 1月21日（木） 

●クラブフォーラム「ロータリー理解月間」
●卓話「地区活動について」
 Ｒ情報規定委員長　岡野　年秀さん

●ロータリーソング 村田　昌之 ソング副委員長
「いざ友よ」

●出席報告 岸裏　廣澄 出席委員長
会員数５１名（内出席規定適用免除会員１０名）
１月２１日（本　日） ２６名 ６３．４％
１月７日（メーキャップ後） ３７名 ９０．２％

本日の例会 1月28日（木）

●卓話「虎伏城と和歌山のまち」
 和歌山市長　大橋　建一さん

●ピアノ演奏 中井　利枝さん
ＭＹ  ＦＯＯＬＩＳＨ  ＨＥＡＲＴ（Ｖ．Ｙｏｕｎｇ）
ＬＵＬＬＡＢＹ  ＯＦ  ＢＩＲＤＬＡＮＤ（Ｇ．Ｓｈｅａｒｉｎｇ）

●クラブフォーラム「世界社会奉仕」
●卓話「ＷＣＳ・カンボジア・スナーダイクマエ孤児院について」
 クラブ国際奉仕・世界社会奉仕委員長　田原　久一さん

次回の例会 2月4日（木）
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ク ラ ブ 日　　時 内　　容
和歌山城南R.C. 1月28日（木） クラブフォーラム 「上半期活動報告と下半期活動計画」
和歌山南Ｒ．Ｃ． 1月29日（金） 卓話 「観光と地域活性化」 大西　雅明会員　卓話 「お菓子の歴史について」 北条　英市会員
和歌山中Ｒ．Ｃ． 1月29日（金） 第３回Ｉ．Ｄ．Ｍ．発表 　
和歌山北Ｒ．Ｃ． 2月 1日（月） クラブフォーラム 「世界理解月間」
和歌山アゼリアＲ．Ｃ． 2月 1日（月） 卓話 「根来寺と徳川家康」 ツツヰ不動産　代表　筒井　洋和さん
和歌山Ｒ．Ｃ． 2月 2日（火） 卓話 「犬は善きパートナー」 和歌山城管理事務所獣医専門員　寺尾　文孝さん
和歌山西Ｒ．Ｃ． 2月 3日（水） 休会
和歌山東南Ｒ．Ｃ． 2月 3日（水） クラブフォーラム 「国際奉仕について」 2640地区世界社会奉仕委員長　中野　一郎さん

　　　　　　　　　　　　　　　　　2640地区世界社会奉仕委員　　呑野　真利さん
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山東　勝彦さん  家内の誕生日に花を届けて頂きありがとうございました。
名手　　功さん  岡野さん、卓話楽しみです。がんばって下さい。
中野　幸生さん  家内の誕生日にもお花を頂きありがたや、ありがたや。
山本　進三さん  ３／６（土）～７（日）親睦旅行を企画しています。行先は淡路島の七福神めぐりを考えています。
 皆様のご参加よろしくお願いいたします。
谷口　文利さん  風邪をひきました。皆様もお気をつけて下さい。
野上　泰造さん  岡野さん、よろしくお願いします。
瀧川　嘉彦さん  先週休ませていただきました。赤井さんありがとうございました。
阪神タイガース応援団一同
 小林さん、安らかに！！
〔お誕生日お祝い〕
野井　　晋さん お誕生日のお祝いを頂いて
玉置　博康さん 　　　　 　〃
真野　賢司さん 　　　　 　〃
中江　遵義さん 　　　　 　〃
松田　洪毅さん 　　　　 　〃
中野　幸生さん   １月２７日で古希、お祝いして頂くのはロータリーだ

け、ありがとうございます。
吉田　篤生さん  昨年１１月に４３才になりました。今年は誕生月に

祝ってもらえるように休まず来ます。
藤井　義宣さん  ２４日で５１才になります。東Ｒ．Ｃ．と同じ年齢です。今後共よろしくお願いします。

にこにこ箱� ありがとうございました

 本日の累計  １０７，１５０円（計１４名　１６件）（お誕生日お祝い  ４１１，０００円　皆出席  ８０，０００円　その他  １，６６４，０５２円）  累計額  ２，１５５，０５２円 

おめでとうございます！
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地区活動について クラブロータリー情報規定委員長　岡野　年秀さん

卓　話

今月は「ロータリー理解推進月間」です。

ロータリークラブの話をしても皆さんよくご存知ですので、今回は地区の話をしようと思います。

手続き要覧の第二章に「地区」という項目があります。特に当クラブは過去にガバナーも出して

いますし、今年度は笹島さん、樫畑さんに地区へいって頂いています。

私も３年間、地区の委員をしておりました。

地区の構成としましては、少なくとも７５クラブ、２，７００名の会員を擁するとあります。これからいいますと１クラブ

会員平均３６名ということになります。２６４０地区は現在少し下回っております。新しい地区を作るには、少なくとも

６０以上のクラブ、２，１００名以上のロータリアンを擁し、今後１０年間で７５クラブ、２，７００名まで成長することが望ま

しい旨かかれております。

地区構成の一番上はガバナーです。次にガバナー・エレクト（次期ガバナー）、ガバナー・ノミニー（次々期ガバ

ナー）と続きます。ガバナーの資格としましては、就任時一つ又は複数のクラブで通算７年以上会員であり、ガバナー

エレクト研修セミナーおよび国際協議会に全期間を通して出席していなければならない、とあります。またガバナー・

ノミニーは選出の時点でクラブ会長を全期務めたことのある者、となっています。

ガバナーの任務としましては、新クラブ結成、会員増強、地区大会を主宰すること、公式訪問を行うこと、月信

を発行すること、とあと何項目かあります。毎年ガバナーは、新クラブ結成と会員増強ということをおっしゃいますが、

Ｒ.Ｉ.の意向であるそれらを我々に伝える橋渡しとしての役割でもあるようです。

昨今の経済情勢でガバナー・ノミニー選出も大変苦労されているようです。ガバナーを輩出するとクラブはクラブ

運営と地区運営の両方おこなわなければならず大変な苦労が伴います。

ガバナー補佐は、今年度まではＩ. Ｍ.単位で２名だったのが、次年度からは１名になります。次年度は当クラブ

から松田さんがガバナー補佐になられ、１名で９クラブを担当して頂くことになります。Ｉ. Ｍ.は８組ありますので、

２６４０地区のガバナー補佐は８名ということになります。ガバナー補佐の任期は１年ですが、地区の各部門の委員

長はだいたい３年継続します。しかしライラ委員会など経験がないと難しいような委員会は何年にも亘ってお世話し

ている方もいて感服します。

ガバナーの経費は、Ｒ.Ｉ.より地区内の旅費などガバナー個人にかかった費用だけを支弁するとあります。例外と

してガバナー・エレクトとして国際協議会に出席した場合本人分は出ますが、配偶者の分は出ないそうです。

ガバナー補佐、地区幹事、地区委員の方々の費用はどこからも出ません。皆さんかなりの時間や労力を使って奉

仕してくれていますので、そのへんのところも、もっとクラブの皆さんに知っておいて頂きたいと思います。

第９回理事・役員会議事録

議　題

①  創立記念例会について 
　イ． ２月１８日（木）昼食若干レベルアップ 
　ロ． 表彰等は適人あれば実施 
　ハ．  永年在籍、５年ピッチで表彰（約１万円相当）

②  例会場変更について 
　イ．  ２月度、３月度に各１回、ロイネットで実施。 

その後、会員の意見をまとめ来年度を決定。

③  インドネシア・スマトラ沖地震災害義援金について 
　 ２６４０地区より、要請文が来ている。 
当クラブは、スナーダイクマエ孤児院に水害見舞金として昨年１１月に２０万円を単独で実施済みなの
で今回は地区分については参加しない。

④  ハイチ災害義援金について 
　 本件について、２６４０地区より義援金要請があると推定される。その場合は、クラブ災害義援積立金より
２５，０００円、応じる。

⑤   Ｉ．Ｍ．３組の担当役割について
　　  １０月２日（土）当クラブ担当。近く役員（案）が出来るので全会員一致協力して、任務を遂行する。

日時・場所　２０１０年１月２１日（木）  １８：３０〜　於　銀杏


