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ありがとうございましたにこにこ箱

2018年7月12日（木）

週報 / VOL.60 No.2
（通巻2818）

■2018-2019年度初例会

■ロータリーソング� 水谷　豊　ソング委員長
「君が代」「奉仕の理想」

■卓話「ユニークな私」
　米山奨学生　王茹梦さん

■臨時総会
　「・2017-2018年度決算報告・2018-2019年度予算報告」

■ピアノ演奏� 中井　利枝さん
モルダヴの流れ（Bedrich Smetana）
明日に架ける橋（Paul Simon）

出席報告 会員数 41名（内出席規定適用免除会員10名）

水谷　豊　出席委員長
７月５日（本　日） 25名/36名 69.4％
６月21日（メーキャップ後） 24名/34名 70.6％ 皆さん、出席してください。

６月17日（日）次期幹事、ガバナー補佐合同会議 佐藤　義記
７月２日（月）和歌山北 R.C. 吉田　篤生、乾　　敦雄
７月２日（月）和歌山アゼリアR.C. 飯沼　　武
７月３日（火）御坊南 R.C. 大室　貴一
７月10日（火）和歌山 R.C. 吉田　篤生、乾　　敦雄

本日の例会� 7月12日（木）

メーキャップ� （敬称略）

次回の例会� 7月19日（木）

前回の例会� 7月5日（木）

青木　保誠さん	 （和歌山北R.C.）和歌山北・東R.C.合同ゴルフコンペで準優勝しました。

村田　昌之さん	 吉田丸の出港を祝す。

寺下　浩彰さん	 吉田会長1年間宜しく。

田原　久一さん	 幹事終わりました。1年間ありがとうございました。

中野　幸生さん	 新しい吉田会長の船出をお祝いして。

山本　進三さん	 吉田会長さま、乾幹事さま、役員の皆さま、１年間ご苦労さまです。

	 よろしくお願いします。

堀岡　忠男さん	 初例会吉田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	 吉田会長様始め役員の皆様方の御活躍を祈念致します。

亀田　直紀さん	 祝、初例会。細川さんおかえりなさい。

角谷　芳伸さん	 吉田会長、乾幹事、一年間よろしくお願いします。

瀧川　嘉彦さん	 吉田会長、乾幹事はじめ役員の皆様１年間よろしくお願いします。

佐藤　義記さん	 新年度一年間宜しくお願いします。

古屋　光英さん	 和歌山北・東R.C.合同ゴルフコンペで優勝しました。

古屋　光英さん	 一年間ありがとうございました。

三木　保典さん	 吉田丸の船出を祝し。

加納　研次さん	 本年度副幹事をさせて頂くことになりました。よろしくお願いいたします。

水谷　　豊さん	 出席・ソング委員長として心機一転がんばります。

飯沼　　武さん	 妻の誕生日にお花をありがとうございました。

藤村　孝義さん	 吉田会長、乾幹事１年間がんばってください。

吉田　篤生さん	 本日第一回目の例会です。今年一年宜しくお願いします。

乾　　敦雄さん	 2018-219年度が始まりました。１年間どうぞよろしくお願いします。

奥村　申二さん	 本日より１年間よろしくお願いします。

	 また、妻にきれいなお花ありがとうございました。

本日の累計…83,000円（計21名22件）　〔お誕生日お祝い…6,000円　その他…77,000円　累計…83,000円〕

　皆さんこんにちは、今月から会長を務めさせていただきます吉田篤生です。
　1年間よろしくお願いします。
　この後、会長所信の発表があるので内容が重複しないように、手短にさせて頂きます。
　先日7月2日に和歌山北ロータリークラブを訪問してきました。北クラブは今年40周年、我々
は60周年とお互い記憶に残る年度になりそうです。

　北クラブは、当クラブには少ない世代のメンバーが多くて、ちょっと懐かしい感じがしました。逆に当クラブ
に多い世代が少なく感じました。各クラブそれぞれ特色があるという事なのでしょう。お互い特色を活かした周
年になればと思います。
　今年の大きなテーマとなる創立60周年、みなさんも協力よろしくお願いいたします。

会 長 報 告� 吉田　篤生  会長

幹 事 報 告� 乾　敦雄  幹事

⃝国際ロータリー第2640地区2018-2019年度ガバナー事務所開所のお知らせ	…………… 回覧
⃝2018-2019年度2640地区ホームページ開設のお知らせ	…………………………………… 回覧

ＨＰアドレス　http://rid2640g.com/kashihata/
⃝例会変更のお知らせ
　7月26日（木）18：30より、サンクシェールにて夜間例会を開催します。

⃝臨時総会開催のお知らせ
　次週、7月12日は「2017-2018年度決算報告　2018-2019年度予算報告」の議題で臨時総会を開催します。
　ご出席よろしくお願いします。

▼紀の川一斉清掃参加のお願いについて
　７月２２日（日）午前８時に和歌山市市民スポーツ広場にご集合下さい。よろしくお願いします。

委 員 会 報 告�
社会奉仕委員会 � 亀田　直紀  委員長

会長・幹事バッジ交換

古屋前会長から吉田会長に 田原前幹事から乾幹事に



❹ みんなのためになるかどうか

❸ 好意と友情を深めるか❶ 真実かどうか

❷ みんなに公平か

米山奨学生　王　茹梦さんに７月分の奨学金をお渡ししました。

地区代表幹事　　山本　進三さん

地区幹事　　　　佐藤　義記さん

地区幹事　　　　角谷　芳伸さん

国際ロータリー第2640地区ガバナーより委嘱状が伝達されました。

細川　竜二さん
１９６４年５月８日生（５４才）

（株）勝僖梅　代表取締役

紹介者　樫畑友洋さん

新会員紹介

クラブ協議会（2018－2019年度各委員会事業計画）

ロータリー情報・規定委員会
委員長　　古屋　光英

○活動方針
60周年記念行事の打ち合わせを兼ねて、Ｉ．Ｄ．Ｍ．
を年4回開催します。

会員選考・職業分類委員会　
委員長　　中山　恒夫

○活動方針
社会事情に適した職業分類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2部づつ配布する。
和歌山東ロータリークラブを理解して頂ける推薦された会
員候補者について選考委員会で評価し、その結果を速や
かに理事会に報告する。

クラブ管理運営委員会
委員長　　三木　保典

○活動方針
皆様の協力をえながら効率的な運営につとめまた例会及
び各事業への出席率の向上、会員相互のより一層のコミュ
ニケーションをはかり、ロータリー活動の充実をはかる。

親睦委員会
委員長　　上中　崇司

○活動方針
例年どおり各夜間例会を通して会員の親睦をはかれるよう
事業を進めていきます。
また、今期は創立60周年ということもあり、松本空港R.C.の
お出迎えも含め式典を盛り上げ、より一層会員間どうしの
親睦強化を図れるようにいたします。

出席・ソング委員会
委員長　　水谷　　豊

○活動方針
・前年度同様和歌山県民歌と和歌山市歌を今年も引き続
き歌います。
・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
を行いたいと思います。
・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　　角谷　芳伸

○活動方針
・「ロータリーの友」の価値を全てのメンバーに理解してい
ただき、多くの会員に読んでもらえるようにする。
・事務局や中村文庫の背景を良く知る会員の協力を得て
少しでも整理を行いたい。

プログラム委員会
委員長　　片岡　聖佳

○活動方針
楽しく、会員の知識を広げ、会員増強にもつながる講師
選定に努めます。
各会員の深い交流につながる、会員卓話についても積極
的に力を入れていきます。

会員増強委員会
委員長　　瀧川　嘉彦

○活動方針
東ロータリークラブの皆様のご協力を頂きながらメンバー
にふさわしい方をリストアップし、委員会として勧誘に努
めます。ロータリー活動の意義や魅力を伝えることでロー
タリーに対する理解を深めていただき、活発に活動してい
ただけるメンバーの発掘に努め、2名以上のメンバーの拡
大を目指します。

会報・広報委員会
委員長　　樫畑　友洋

○活動方針
クラブの活動を週報とHPで分かりやすく伝えます。
本年は60周年でもあるので、記念事業について、報道機
関に取り上げてもらえるよう積極的に働きかけます。

クラブ奉仕プロジェクト委員会
委員長　　亀田　直紀

○活動方針
会長所信を踏まえ、他の委員会との連携を密にしつつ、
事業計画を確実に実施していきます。

職業奉仕委員会
委員長　　西岡　　崇

○活動方針
クラブフォーラムにて卓話を予定しています。

社会奉仕委員会
委員長　　亀田　直紀

○活動方針
会長所信を踏まえ、他の委員会との連携を密にしつつ、
事業計画を確実に実施していきます。

青少年奉仕委員会
委員長　　武田　慎介

○活動方針
こばと学園の子どもたちと各事業を通じてふれあい、親睦
を深める。

国際奉仕委員会
委員長　　佐藤　義記

○活動方針
5年前にシンガポールロータリークラブ様との姉妹提携を
行いましたが、期間は３年のため姉妹提携更新を行うの
か、新たに姉妹提携先を探すのかを検討したいと考えて
います。

ロータリー財団委員会
委員長　　赤井　雅哉

○活動方針
新会員も増えているのでロータリー財団の活動についての
周知をはかる。
また東ロータリーの活動と連動をはかれることがないかを
考える。

米山記念奨学委員会
委員長　　古屋　光英

○活動方針
本年度は和歌山大学の王茹梦（オウ　ジョム）さんを米
山奨学生として受け入れています。
10月の米山月間のクラブフォーラムにて卓話をお願いして
います。

会　　計
島　　公造

○活動方針
収入と支出のバランスを考え、予算の執行について適正
に支出されているかチェックする。

Ｓ　Ａ　Ａ
奥村　申二

○活動方針
皆様にご協力をいただきながら、円滑な例会の運営に努
めます。
またニコニコ箱へ積極的にご協力いただけるよう働きかけ
ていきます。


