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2017－2018年度　活動計画発表

｜会員選考・職業分類委員会

委員長　　寺下　浩彰

○活動方針

• �社会実情に適した職業分類の作成と新会員の職業

分類を決定する。

• 会員名簿を作成し会員に配布します。

• �和歌山東ロータリークラブに推薦された会員候補

者について、選考委員会でよく検討し、その結果を

理事会に報告する。

｜ロータリー情報・規定委員会
委員長　　上中　崇司

○活動方針

• I.D.M.を年間4回開催します。

• �「和歌山東ロータリークラブ定款・細則」を印刷し

会員に配布します。

　6月3日（土）ダイワロイネットホテルにおいて和歌山市内9RC会長・幹事　新現合同引継ぎ懇親会が

開催されました。

　新現会長・幹事、ガバナー補佐、事務局員総勢44名で開催されました。

　会長・幹事会運営についての引継ぎ事項の確認、また会長・幹事会、I.M.、合同ゴルフのホストクラ

ブの確認、これについては和歌山東ロータリークラブは次年度会長・幹事会、その次の年度で合同ゴルフ、

またその次の年度でI.M.のホストクラブになっております。

　そして、JR和歌山駅西口地下通路の掲示板の刷新の件、JR和歌山駅正面メイン花壇の花の植え替えの件、木潮会との

懇話会の件が引継ぎされました。

　懇親会においては現会長・幹事は安堵の笑顔、新会長・幹事は緊張の表情といった雰囲気でした。

会 長 報 告� 上中　崇司  会長

・こばと学園よりこばと学園だよりが届いております。�…………………………………………回覧　　

幹 事 報 告� 樫畑　友洋  幹事

中山　恒夫さん

樫畑　友洋さん

皆出席表彰
大
おお

室
むろ

　貴
き

一
いち

さん
SMBC日興証券（株）
和歌山支店　支店長
昭和45年8月16日生（46才）
紹介者　西本　亨さん

新 会 員 紹 介

おめでとうございます



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

｜クラブ管理運営委員会
委員長　　三木　保典

○活動方針

例会の活動に重点をおき、多くの会員の出席をあおぎ、

楽しく充実した例会とし、結果として地域社会への奉

仕活動、又会員拡大へとつなげる。

｜親睦委員会

委員長　　赤井　雅哉

○活動方針

• 会員が相互の親睦を図るような例会を考える。

• �松本空港R.C.との隔年の往来を親睦旅行と兼ねた合

同例会に出来るか協議する。

｜出席・ソング委員会

委員長　　島　公造

○活動方針

• �前年度の山本委員長が提唱された和歌山県民歌と

和歌山市歌を今年度も月1回づつ歌っていきます。

• �入会3年未満の会員を対象にロータリーソングの練

習会を2ヶ月に一度行います。

• 例年通り皆出席表彰を行います。

｜雑誌・中村文庫委員会

委員長　　山本　進三

○活動方針

�雑誌「ロータリーの友」の紹介を行います。

�「ロータリーの友」を通して、我がクラブの相対的な

立場と状況を広い視野で確認・広報していきたいと思

います。

�クラブの歴史を保存する中村文庫を適正に管理し、後

世に引き継いでいきたいと思います。

｜プログラム委員会
委員長　　瀧川　嘉彦

○活動方針

�卓話は例会に来る楽しみの一つですので皆さんに興味

を持っていただき且つ役に立つ卓話を行いたいと思い

ます。

｜社会奉仕委員会

委員長　　笹島　良雄

○活動方針

1．�青少年委員会木下委員長と協働して、任務遂行し

てゆく。

2．��米山奨学生�陳さんをこばと学園行事及びエイズ

キャンペーンに招く。

3．��財団活動資金を活用して、市立動物園を応援したい。

4．�エイズ防止キャンペーンの応援をする。（和歌山

大学祭　11月）

5．��R.I.会長提案の会員1名当り1本の植樹を検討する。

�基本的に従来活動を継承しそれを充実させることと会

員の参加を増大させてゆきたい。

｜青少年奉仕委員会

委員長　　木下　智仁

○活動方針

こばと学園夏祭り、みかん狩、餅つき大会などを更に

充実して実施していきたい。

またライラへ参加を検討したい。

また各種事業は前年同様に社会奉仕委員会と協力しな

がら行っていきます。

｜国際奉仕委員会

委員長　　瀧川　嘉彦

○活動方針

クラブフォーラム（紛争解決月間）に卓話を企画。

�会員相互の理解にもつながるように会員卓話にも力を

入れていきたいと思います。

｜会員増強委員会

委員長　　佐藤　義記

○活動方針

�東ロータリークラブのメンバーの皆様のご協力を頂き

ながら、メンバーに相応しい方に声をかけて頂き、委

員会としてロータリーの魅力を説明し、勧誘に努める。

�2名以上のメンバー拡大を目標とします。

｜会報・広報委員会

委員長　　西岡　崇

○活動方針

週報の発刊により、クラブの活動を紙面にてわかりや

すく伝え、会員の活動がより活発になるようにいたし

ます。

またホームページに週報データを掲載する事で外部

の方にもクラブ活動をPR。さらに、広報活動として、

報道機関や公共機関にクラブの活動を掲載していただ

けるように積極的に働きかけます。

出来れば会員の皆様の顔が見えるような週報を目指し

ます。

｜クラブ奉仕プロジェクト委員会
委員長　　木下　智仁

○活動方針

古屋会長が決定したクラブテーマを実践できるよう奉

仕プロジェクトを統括し、会長の補佐に努めます。

｜職業奉仕委員会

委員長　　吉増　　亨

○活動方針

��4つのテストと職業奉仕の理想を再確認する場を提供

し、職業奉仕の事業に取り組みます。

クラブフォーラムにおいては、卓話を予定しています。

スナーダイクマエ孤児院絵画展の開催への協力を行う。

シンガポールRCとの今後の交流に関して検討してい

く。

今後の国際奉仕に関する事業の検討を行う。

｜ロータリー財団・米山記念奨学委員会
委員長　　村田　昌之

○活動方針

◎予定寄付金の達成と更なる金額の上積みを目指す。

　※�ロータリー財団の意義とクラブの役割について啓

蒙する。

　※ロータリー財団月間に卓話する。

　※米山奨学生　陳　芸さんの受入れの成功を目指す。

　※�受入れに際し、改めて米山記念奨学について説明

し、又啓蒙する。

　※米山月間に奨学生の卓話を予定する。

｜会　　計

氏　名　　木下　智仁

○活動方針

資金の管理、運営で誤りがない様、努力したい。

｜S　A　A

氏　名　　三木　保典

○活動方針

秩序正しく楽しい雰囲気の例会運営を進める。

2016〜2017年度　第16回理事役員会議事録 日時　平成29年6月8日（木）　13：40〜
場所　ダイワロイネットホテル和歌山4階

▼議　題
① 和歌山新報「ダメ。ゼッタイ。薬物乱用。」企画広告

掲載依頼について
　・ 和歌山新報から 6 月25日（日）紙面での広告掲載の

依頼があり、例年どおり1万円広告協賛すること
が全会一致で承認された。

②退会者承認について
　・ 6 月 8 日に提出された西本亨会員の退会届が受理

された。（ 6 月30日付で退会）

▼報告事項
①市内 9 クラブ会長幹事会報告
　・ 6 月 3 日に開催された新現会長幹事会の内容につ

いて上中会長より報告された。
②2016－2017決算準備について
　・ 7 月上旬に決算書ができる見込み。理事・役員に

はメールもしくはFAXで配信する。
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ありがとうございました

岡村　秀樹さん	 上中会長、樫畑幹事をはじめ会員の皆様いつもありがとうございます。感謝。
（和歌山R.C.　幹事）	
内畑　瑛造さん	 例会を二週間休ませて頂きました。

西本　　亨さん	 大室さん入会おめでとうございます。ロータリアンとしてご活躍下さい。

角谷　芳伸さん	 大室様入会ありがとうございます。

瀧川　嘉彦さん	 大室様、御入会おめでとうございます。

吉田　篤生さん	 上中会長、樫畑幹事いつも御苦労様です。

	 6月22日に東京事務所開設の為の準備で今期残りの例会欠席になります。申し訳ありません。

片岡　聖佳さん	 大室さん入会おめでとうございます。

古屋　光英さん	 いよいよです。次年度委員会の活動発表です。よろしくお願いします。

	 新入会員大室さんようこそ入会おめでとうございます。

奥村　申二さん	 大室さんようこそ東ロータリーへ。よろしくお願いします。

藤村　孝義さん	 大室さんようこそ。

大室　貴一さん	 入会を承認いただきありがとうございます。よろしくお願いします。

上中　崇司さん	 大室さんようこそ和歌山東ロータリークラブへ！

樫畑　友洋さん	 大室さん、ご入会おめでとうございます。

後　　　亮さん	 大室さん、今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

（皆出席表彰）

中山　恒夫さん	 1年皆出席表彰

樫畑　友洋さん	 1年皆出席表彰

本日の累計　43,000円（計15名16件）　〔お誕生日お祝い　518,000円　皆出席表彰　50,000円　その他　1,422,494円　累計　1,990,494円〕

にこにこ箱

出席報告 会員数 44名（内出席規定適用免除会員13名）

山本　進三　出席委員長
6月 8日（本　日） 30名/38名 78.9％
5月25日（メーキャップ後） 34名/37名 91.9％ 皆さん、出席してください。

■卓話「ロータリーあれこれ」
国際ロータリー第2640地区国際奉仕委員長　中野一郎さん

■お誕生日お祝い
山本　進三さん　6月5日

■ピアノ演奏� 中井　利枝さん
サ・セ・パリ（JOSE PADILLA）
すみれの花咲く頃（FRANZ DOELLE）

■2016－2017年度最終夜間例会

本日の例会� 6月15日（木）

■2017－2018年度委員会活動計画発表

■ロータリーソング� 山本　進三　ソング委員長
「和歌山県民歌」「四つのテスト」

■ビジター紹介� 奥村　申二　親睦委員
和歌山 R.C.　河村　秀樹さん

前回の例会� 6月8日（木）

次回の例会� 6月22日（木）P.M. 6:30 〜　於 ダイワロイネットホテル 4F


