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■臨時総会「2014－2015年度決算報告」
　　　　　「2015－2016年度予算報告」

■ピアノ演奏 中井　利枝さん
前向きな瞳（西村　由紀江）
恋がくれたもの（西村　由紀江）

■2015－2016年度初例会

■ロータリーソング 内畑　瑛造 ソング副委員長
「奉仕の理想」

6月27日（土）　地区会長会議　山本　進三
7月３日（金）　和歌山北R.C.　 田原　久一、笹島　良雄

■卓話「ロータリーと私」
 野井　聖子さん

出席報告 会員数 44名（内出席規定適用免除会員13名）

内畑　瑛造 出席副委員長
7月 2日（本　日） 31名/39名 79.5％
6月18日（メーキャップ後） 28名/37名 75.7％ 75.7％皆さん、出席してください。

本日の累計 131,800円（計29名　33件）〔その他　131,800円　累計額　131,800円〕

三毛理一朗さん  第二次田原内閣の栄光の門出を心からお
祝い申し上げます。

内畑　瑛造さん  田原新会長、幹事、理事役員の皆様一年
間ご苦労さんです。又新しい会員になられ
た古屋さん、三木さん入会おめでとうござ
います。私も念願叶ってホットしています。

野井　　晋さん  田原会長はじめ役員の皆様ご苦労とは存
じますが、向こう一年頑張って下さい。

野井　　晋さん  古屋光英君を会員として迎えることが出来
ました。嬉しい限りです。

岩橋　五郎さん  特別の御配慮心から感謝いたします。会
長様始執行部の方々に御礼申し上げます。

村田　昌之さん 田原丸２度目の出航を祝す。
西本　　亨さん  新年度田原会長はじめ役員の皆様一年

間東ロータリーの充実と発展にご奮闘下
さい。

寺下　浩彰さん  田原丸の出港を祝して。
島　　公造さん  田原会長、理事役員の皆様この一年よろし

くお願いします。
島　　公造さん  お見舞い頂きましてありがとうございま

した。
中野　幸生さん  初例会、新しい役員さんよろしくご指導お

願いします。
  三木理研さんご入会されて、お父さんと同

じくお願いします。
谷口　文利さん  祝出航、田原丸。
中山　恒夫さん  田原会長をはじめ役員の皆様方一年間頑

張って下さい。
山本　進三さん  新しい年度が新しい会場で始まりました。

田原会長、新役員の皆様、１年間どうか
よろしくお願いします。

笹島　良雄さん  今年度初例会にナデシコジャパン“勝つ”良
い便りが入り明るいものを感じます。

堀岡　忠男さん  田原会長始め理事役員の皆様今期一年宜
しく御願致します。

山野　武彦さん  宝船「田原丸」の出航を記念し御祝い申し
上げます。田原会長様始め役員の皆様方
の益々の御活躍を祈念致します。

亀田　直紀さん  祝、新年度。
角谷　芳伸さん  田原会長、赤井幹事、役員の方々一年よ

ろしくお願いします。
樫畑　友洋さん  祝、初例会。今期もよろしくお願いいたし

ます。
乾　　敦雄さん 祝！　初例会。
後　　　亮さん  亀田さん、毎度の名幹事、ありがとうござ

います。
 祝、初例会！！
佐藤　義記さん  祝、初例会。
林　　　毅さん 田原丸の発進を祝して。
片岡　聖佳さん 新体制のスタートを祝して。
木下　智仁さん １年間よろしくお願い致します。
古屋　光英さん  再度入会させて頂きありがとうございます。

４年前色々な事でやむをえず退会し、大
変ご迷惑をおかけしました。これからは体
力と気力のつづく限り頑張ります。

 宜しくお願いします。
三木　保典さん  入会させていただきありがとうございます。

御指導よろしくお願いいたします。
田原　久一さん 本日より１年間、よろしくお願いします。
赤井　雅哉さん  今年度から幹事として田原会長をささえ、

がんばっていきますのでご協力よろしくお
願いします。

上中　崇司さん  又、SAAをさせて頂きます。１年間どうぞ
よろしくお願いします。

阪神タイガース応援団一同
 みなさんのご協力をお願いします。

2014－2015年度執行部
 2640地区会長会議返金分です。

にに ここ にに ここ 箱箱 ありがとうございました

〉〉本日の例会� 7月9日（木）

〉〉次回の例会� 7月16日（木）

〉〉前回の例会� 7月2日（木）

〉〉メイキャップ� （敬称略）

皆様、こんにちは。57代目の会長田原です。
新入会員の三木保典さん、古屋光英さん　ご入会ありがとうございます。
楽しくロータリー活動をやりましょう。
本日から、会場変更でダイワロイネットホテルにて例会を開始できることになり、前年度山本

会長始め幹事、SAAさんには、お疲れさまでございました。改めて、ありがとうございました。
さて、当地区のガバナー問題でありますが、６月27日地区クラブ会長会議があり、当日は国際ロータリー会

長特別代理小沢一彦元RI理事ご臨席のもとに進行され、地区内42クラブから共同提案として上程された決議案
が代理を含む出席クラブ会長65人によって審議の上採決され、議長を除く賛成62人、反対０人、保留２人の圧
倒的多数で可決・承認されました。
決議事項は「国際ロータリー第2640地区の2015 ～ 2016年度ガバナーエレクト豊澤洋太朗君については、当

地区のガバナーとしての適格性を著しく欠くものと断じざるを得ず、国際ロータリー会長による解任を要請す
る」各クラブにおかれましては、本決議に対するRI会長からの決定が表明されるまで、７月１日からの地区対応
は、本決議を充分にご留意の上なされますようお願い申し上げます。
翌日、辻ガバナーからメールにて報告がありましたので、報告します。これをもちまして会長報告とします。

国際奉仕委員会からの御連絡�

会 長 報 告� 田原　久一 会長

今年１年よろしくお願い致します。
・和歌山城整備企画課より、和歌山公園動物園サポーター登録の御礼状とお城の優待入場券をお
送りいただいております。 ......................................................................................................................... 回覧

・JCニュースが届いております。 ............................................................................................................... 回覧
・次週７月９日は臨時総会となっておりますので、よろしくお願いします。
・同日例会終了後、第５回理事・役員会を開催しますので、こちらもよろしくお願いいたします。
・ロータリーレート変更のお知らせ　７月１日より、１ドル118円が124円に変更となりました。
・例会の食事は毎月第２週目がカレーか丼物となります。また会場の方からアレルギー等がある方はお知らせ頂
ければ出来るだけ対処させて頂きます、とのことですのでご連絡下さい。

・今期の会費の請求書は、次週に前年度と同じ形で請求させていただきます。
金額が違う形になれば、また対処させて頂きます。

幹 事 報 告� 赤井　雅哉 幹事

７月10日（金）午前10時からフォルテワジマ２Fにてスナーダイクマエ孤児院絵画展の開会式を行います。
また７月10日（金）～ 12日（日）10時～ 17時まで絵画展を開催していますので、お時間のある方は是非お出
で下さい。
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2015－2016年度
理事・役員

１年間よろしくお願い申し上げます。

田原会長　　山本直前会長 赤井幹事　　吉田直前幹事

田原　久一 会長

新入会員紹介

三木　保典さん 古屋　光英さん

三木理研工業（株）
代表取締役社長（S25年７月９日生まれ）

（有）フルヤ宣伝
代表取締役（S25年３月29日生まれ）

紹介者：中野幸生さん　内畑瑛造さん 紹介者：野井　晋さん　内畑　瑛造さん

会長・幹事　バッジ交換

島　公造 会員よりご挨拶�

４月16日に動脈乖離で医大に救急搬送されました。
これからはリハビリを一生懸命頑張っていきます。
たくさんの方にご心配いただきまして本当に有難うございました。

会長就任挨拶
今年度は我がクラブは創立57年目となります。私の入会は平成２年12月であり今年で入会25年を迎えま

した、ご存じの通り村田さんに続く、会長職２回目です、会長職は大役であり、その責任の重大さに身の引
き締まる思いでいっぱいです。会員皆様のご支援、御協力を心からお願い申し上げます。

今年度、RI会長　ラビンドラン氏（スリランカ、コロンボ・ロータリークラブ会員）から2015 〜 2016年度
RIテーマとして「Be a gift to the world 世界へのプレゼントになろう」が発表されロータリアンの決意と内な
る力を鼓舞しました。また、RI会長は、「会員増強」がロータリークラブの原点となると強調しておられます。

今まで多くの先輩の方々が築いてきた当クラブの伝統を大切にし、RI会長　ラビンドラン氏の方針をふま
え、今年度の我がクラブ方針を「我々の組織について考え原点に立ち返ろう」と致しました。

会員の絆を大切にし会員家族相互の親睦を図り、楽しいクラブ運営を行って行きたいと思います。どうぞ
皆様ご協力よろしくお願い申し上げます

尚、継続中の活動は、今年も引き続き続行させて頂きたいと思います。
①こばと学園との交流　②エイズの啓発運動　等ですがカンボジア・スナーダイ・クマエ孤児院への交流

を再びしたいと思っております。
また、各委員会では、それぞれの計画を立てて頂き、クラブの為にご支援、ご尽力を頂きますよう、重ね

てお願い申し上げます。
後程、今期の理事、役員を紹介させて頂きますが、友に精一杯働く覚悟であります。そして皆様方の力強

いご支援とご尽力を賜り、この一年をまっとうしたいと思いますので宜しくお願い致します。ありがとうご
ざいました。

会長 田原　久一
次期会長・SAA 上中　崇司
副会長・社会奉仕委員長・青少年奉仕委員長 笹島　良雄
職業奉仕委員長・副幹事 佐藤　義記
国際奉仕委員長 瀧川　嘉彦

ロータリー情報・規定委員長（直前会長） 山本　進三
ロータリー財団委員長 村田　昌之
幹事 赤井　雅哉
会計 岸裏　廣澄


