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本日の累計  105，000円（計34名　34件）〔累計額　105，000円〕

■臨時総会
　「２０１３－２０１４年度　決算報告」
　「２０１４－２０１５年度　予算報告」

■皆出席表彰
島　公造さん　１年皆出席通算

■ピアノ演奏 中井　利枝さん
空へⅠ（倉本　裕基）
森のソネット（倉本　裕基）

■2014－2015年度　初例会

■ロータリーソング 内畑　瑛造 ソング委員長
「奉仕の理想」

■ビジター紹介 赤井　雅哉 親睦副委員長
大津R.C. 坂口　昌弘さん
京都さくらR.C. 田中　峰子さん
尼崎南R.C. 杉村　英明さん　小島　成介さん
和歌山R.C. 笹本　昌克さん
和歌山南R.C. 山中　静さん
和歌山北R.C. 山下　茂男さん

■クラブフォーラム「地区協議会の報告」

本日の例会� 7月10日（木） 前回の例会� 7月3日（木）

次回の例会� 7月17日（木）

出席報告 会員数 44名（内出席規定適用免除会員16名）

山東　勝彦 出席副委員長
7月 3日（本　日） 33名/37名 89.2％
6月19日（メーキャップ後） 休　　会 皆さん、出席してください。

ニコニコ箱
ありがとうございました

和歌山北R.C.会長　山下　茂男さん　森本　芳宣さん
 一年間よろしくお願いします。
坂口　昌弘さん（大津R.C.）
  山本会長、一年間おもいっきり楽し

んでください。
田中　峰子さん（京都さくらR.C.）　　　　　　　　　 
   山本会長、一年間おもいっきり楽し

んでください。
小島　成介さん（尼崎南R.C.）
  山本新会長の所信が聞きたくて尼崎

からおじゃまをさせていただきまし

た。本日よろしくお願い致します。
杉村　英明さん（尼崎南R.C.）
 山本新会長おめでとうございます。
 本日よろしくお願いいたします。
三毛理一朗さん　 山本会長様、若さの活力の見せ処で

すヨ。大いに頑張って下さい。
 期待しています。
山東　勝彦さん　 山本会長はじめ役員の皆様一年間頑

張ってください。
内畑　瑛造さん　 山本会長他理事役員の皆様方これか

ら一年間御苦労さんです。頑張って
下さい。

村田　昌之さん　山本丸の出航を祝して。
寺下　浩彰さん　 山本会長、役員の皆様1年間宜しくお

願いします。
黒田　純一さん　山本丸の門出を祝して。
八幡　建二さん　会長、幹事さん１年間よろしく。
島　　公造さん　 山本新会長1年間がんばって下さい。

何でもお手伝いします。
田原　久一さん　今日より、１年間よろしく願います。
松田　洪毅さん　 山本会長、吉田幹事様、役員の皆様

一年間よろしくお願いします。
谷口　文利さん　山本丸の出航を祝して。

中山　恒夫さん　 新年度初例会を祝して。山本会長頑
張って下さい。

堀岡　忠男さん　 新会長始め理事役員の皆様今期1年間
宜しく御願致します。

山野　武彦さん　 山本会長様始め役員の皆様方本年も
一年間宜しく御願い致します。

岸裏　廣澄さん　 山本会長始め役員の皆様よろしくお
願いします。

角谷　芳伸さん　 山本新会長、1年間よろしくお願いし
ます。

瀧川　嘉彦さん　 山本新会長1年間よろしくお願いします。
  細川さん、竹村さん入会おめでとう

ございます。
樫畑　友洋さん　 祝、初例会。一年間よろしくお願い

いたします。
上中　崇司さん　 祝、初例会！　山本会長、吉田幹事

１年間よろしくお願いします。
赤井　雅哉さん　初例会を祝して。
乾　　敦雄さん　 祝、山本新年度の船出。
  細川さん、竹村さんご入会おめでと

うございます。
佐藤　義記さん　 初例会を祝して！　山本新会長、 

１年間がんばって下さい。
林　　毅　さん　山本丸の出航を祝して。
伊東　伸夫さん　山本丸の出航祝います。
山本　進三さん　本日から新しい期のスタートです。
  会員の皆さま、１年間どうかよろし

くお願いいたします。
吉田　篤生さん　 たよりない幹事ですが、今年１年よ

ろしくお願いします。
亀田　直紀さん　SAAを拝命しました。
 １年間よろしくお願いします。
真野　賢司さん　山本会長就任を祝して。
阪神タイガース応援団一同

会 長 報 告 山本　進三 会長

みなさんこんにちは。
今月から当クラブの第５６代会長となりました山本進三です。
１年間よろしくお願いします。

皆さまは意外に思われるかもしれませんが、私は本当は人前で話をするのが大の苦手でして、次々期会長を仰
せつかったとき、お受けするのを必死で拒んだ第１の理由は、仕事が忙しいとかまだ若いとかいったことではな
く、毎週話をしなければならないということでした。しかしながら、同時に自分の人生において忘れられない大
切な思い出の１年になるであろうと期待しております。

「役職が人を変える」といいますが、今回私はどの様に変わり、進化・成長することができるでしょうか。
皆さまどうか暖かく見守りいただき、時には叱咤・激励をいただければ幸いです。
皆さん、何よりも楽しい１年にしていきましょう！

幹 事 報 告 吉田　篤生 幹事

幹事の吉田です。今年１年間よろしくお願いいたします。
・ ガバナー補佐をお迎えしてのクラブ協議会が７月１７日に開催致しますので、ご出席の程よろ
しくお願い致します。欠席される場合は必ず代理の方をたてて下さい。
・それに伴いまして理事役員会を当初の１７日から１０日に変更させて頂きます。
・７月１０日は臨時総会となっておりますので、ご出席よろしくお願いします。
・２０１３－２０１４年度ガバナー事務所閉鎖のお知らせ
・２０１４－２０１５年度ガバナー事務所開所のお知らせ
　〔ホームページ　www.rid2640g.org/ tsuji/〕
　〔メンバーズエリア　　ユーザー名：ri-2640　パスワード:tsuji-g〕
・ロータリーの友電子版の案内、ＪＣニュース・・・回覧

ご 挨 拶  　　和歌山北ロータリークラブ　山下　茂男 会長

地区のことで色々お騒がせしておりますが、東クラブは親クラブということもあり今後共ご指
導頂きまして、またゴルフコンペも再開して仲良くしていただきたいと思います。
９月８日（月）には合同例会を開催することになっておりますが、その際アトラクションに自衛

隊の歌を歌っている山口采希さんをお呼びするつもりでおります。
どうか今後共末永くご指導くださいますようよろしくお願いいたします。



笹島　良雄さん
社会奉仕委員会委員長

松田　洪毅さん
副代表幹事

■     2014－2015年度　初例会

２６４０地区よりの委嘱状伝達

2 みんなに公平か

1 真実かどうか

4 みんなのためになるかどうか

3 好意と友情を深めるか

会　長
バッチ交換

幹　事
バッチ交換

２０１４−２０１５年度理事・役員

前列　
左から

　 角谷  芳伸 職業奉仕委員長　佐藤  義記 国際奉仕委員長　乾  敦雄 会員増強委員長
亀田  直紀 Ｓ.Ａ.Ａ.　樫畑  友洋 社会奉仕委員長

後列　
左から

　 吉増  亨 副Ｓ.Ａ.Ａ.　笹島  良雄 会計　中山  恒夫 副会長　田原  久一 次期会長　山本  進三 会長
吉田  篤生 幹事　村田  昌之 直前会長（ロータリー情報規定委員長）　岸裏  廣澄 会員選考（職業分類）委員長   

新入会員
紹　介

細
ホソカワ

川　竜
リュウジ

二さん
　（株）勝僖梅　代表取締役　（５０歳）
 紹介者　山本　進三さん

竹
タケムラ

村　克
カツジ

治さん
　初島電設（株）　代表取締役　（４４歳）
 紹介者　山本　進三さん

委員会報告 ｜親睦委員会｜ 　　上中　崇司 委員長

当クラブのゴルフ会はしばらく休眠状態となっていましたが、あらたに親睦の意味をこめたゴ
ルフコンペを開催致します。大勢の方のご参加をお待ちしております。
日時　７月３０日（水）　場所　大阪ゴルフコンペ　申込締切　７月１１日（金）


