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ありがとうございました

■臨時総会「和歌山東ロータリークラブ細則の変更」

■ロータリーソング� 島　公造　ソング委員長
「君が代」
「奉仕の理想」

■2019-2020年度最終例会■クラブ協議会「2019-2020年度委員会活動報告発表」

■皆出席表彰�
　中山　恒夫さん　1年皆出席通算24年
　堀岡　忠男さん　1年皆出席通算21年

■ピアノ演奏� 中井　利枝さん
踊りつかれて (アンドレ・ギャニオン )
海の見える丘 (アンドレ・ギャニオン )

村田　昌之さん	 とにかくうれしいです。
村田　昌之さん	 家内に誕生のお花をありがとうござい

ます。
島　　公造さん	 皆様ご無沙汰です。私も無事コロナ

ウィルスをもらわないですんでいます。
田原　久一さん	 久しぶりです。
亀田　直紀さん	 祝　再開。
瀧川　嘉彦さん	 皆様お元気ですか？
樫畑　友洋さん	 久しぶりの例会うれしいです。
吉田　篤生さん	 みなさんおひさしぶりです。
乾　　敦雄さん	 久しぶりの例会よろしくお願いします。
片岡　聖佳さん	 例会再開を祝して。
古屋　光英さん	 古希のお祝いをいただいて。
藤村　孝義さん	 コロナに負けるな！
赤井　雅哉さん	 久しぶりの例会です。再開できてうれ

しいです。
佐藤　義記さん	 本日臨時総会、宜しくお願いします。
加納　研次さん	 久しぶりの例会、皆様にお会いできて

うれしいです。
	 臨時総会よろしくお願いいたします。

（お誕生日お祝い）
中山　恒夫さん	 73歳になりました。
山本　進三さん	 お誕生日のお祝いありがとうございます。
瀧川　嘉彦さん	 お誕生日のお祝いありがとうございます。
樫畑　友洋さん	 お誕生日のお祝いありがとうございます。
後　　　亮さん	 48才、1つの区切りと思っています。

次の12年も頑張ります。
竹村　克治さん	 お誕生日のお祝いありがとうございます。
古屋　光英さん	 3月29日で70歳を迎え、古希に成り

ました。皆様方からお祝いを頂きあり
がとうございます。まだまだ若いつも
りです。

	 これからもよろしくお願いいたします。
奥村　申二さん	 52才になりました。お祝いありがとう

ございます。
刀祢　真大さん	 お誕生日のお祝いありがとうございます。

にこにこ箱にこにこ箱

本日の例会� 6月11日（木）

前回の例会� 6月4日（木）

次回の例会�6月18日（木）18:30～ 於ダイワロイネットホテル和歌山4F

会 長 報 告� 赤井　雅哉  会長

幹 事 報 告� 佐藤　義記  幹事

　みなさん、こんにちは。
　今日は4月2日ぶりの例会となります。
　長引くコロナの影響でまたしても2カ月の間例会の休会を決め、それでもコロナの終息のための自粛と
経済活動の再開の駆け引きがまだまだ大きな問題の中ですが、やっと緊急事態宣言も解除となり、以前
の日常に戻りたい思いも有り、今日より例会を再開させていただきます。

　嬉しいことに今日の新聞では和歌山県の陽性患者は0になったと載っていました。
　先ず、休会中の出来事として報告させていただきます。
　IMについては開催という形では中止となりましたが、講演予定者に講演内容を寄稿して頂き冊子という形で皆様の記
憶に残したいと思いそうさせていただくつもりです。宜しくお願いします。
　今期もこの例会を含め後3回となり、是非しなければならないことが残っているので卓話やクラブフォーラムは中止さ
せて頂き、今週は臨時総会、来週には委員会の活動報告もしないといいけません。
　最後まで変則的な例会運営になりますがご了承ください。
　報告は以上です。

◦6月18日の今期最終例会は夜間例会に変更となります。また6月25日は休会です。
◦2640地区より「規定審議会立法案提出についてのご案内」が届いております。	………………… 回覧
◦米山梅吉記念館より「館報」が届いております。	…………………………………………………… 回覧
◦こばと学園だよりが届いております。	………………………………………………………………… 回覧

出席報告 会員数 43名（内出席規定適用免除会員8名）

島　公造　出席委員長 6月4日（本日） 28名/39名 71.8％ 皆さん、出席してください。

本日の累計…131,000円（計20名24件）
〔お誕生日お祝い…460,000円　皆出席表彰…25,000円

その他…1,054,460円　累計…1,539,460円〕

奥村　申二さん（52才）　　　　刀祢　真大さん（55才）

古屋　光英さん（70才・古希）  　樫畑　友洋さん（55才）

後　　　亮さん（48才）　　　　中山　恒夫さん（73才）

瀧川　嘉彦さん（56才）　　　　山本　進三さん（52才）

竹村　克治さん（50才）

お誕生日お祝い

おめでとうございますおめでとうございます

田原　久一さん
米山功労者第4回マルチプル

堀岡　忠男さん
米山功労者第3回マルチプル

おめでとうございますおめでとうございます

米山功労者表彰

　6月18日の夜間例会は、ゲストをよばないで内部で進行
したいと思います。
　皆さんに花をお配りするのと新しい名簿用や全員揃っ
ての記念写真を撮りたいと思いますので、上着とネクタ
イをご準備下さい。

 親睦委員会　亀田　直紀委員長
委 員 会 報 告

日　時　2020年3月2日（月）

日　時　2020年3月9日（月）

日　時　2020年4月6日（月）

日　時　2020年5月7日（木）

3 月 5 日（木）の例会を休会とする件 …………………………………………………………………………………………… 〔承認〕
　（クラブ定款第 7 条第 1 節（d）3.　全地域社会にわたる流行病もしくは災害が発生した場合、例会を取りやめることが出来る。）

3 月 12 日（木）、26 日（木）の例会を休会とする件 …………………………………………………………………………… 〔承認〕
　（クラブ定款第 7 条第 1 節（d）3.　全地域社会にわたる流行病もしくは災害が発生した場合、例会を取りやめることが出来る。）

4 月 9 日（木）、23 日（木）の例会を休会とする件 …………………………………………………………………………… 〔承認〕
　（クラブ定款第 7 条第 1 節（d）3.　全地域社会にわたる流行病もしくは災害が発生した場合、例会を取りやめることが出来る。）

5 月 14 日（木）、21 日（木）、28 日（木）の例会を休会とする件 …………………………………………………………… 〔承認〕
　（クラブ定款第 7 条第 1 節（d）3.　全地域社会にわたる流行病もしくは災害が発生した場合、例会を取りやめることが出来る。）

議　題

議　題

議　題

議　題

2018－2019年度　書面理事会1

2018－2019年度　書面理事会2

2018－2019年度　書面理事会3

2018－2019年度　書面理事会4



❸好意と友情を深めるか❶真実かどうか

❹みんなのためになるかどうか❷みんなに公平か

　加納SAAより出席者28名でクラブ細則第6条第1節
-3により総会が成立した旨の報告があり、クラブ細則
第6条第1節-7により会長が議長を務めます。
　議題：和歌山東ロータリークラブ細則の変更
　　　　（第8条第2節）

第8条入会金および年会費
第2節　年会費
（旧）　1.本クラブの年会費は23万円とする。
　　　2.年会費は7月1日、1月1日に2分割して納入
　　　　する。

　　　3.本クラブの名誉会員は、入会金および年会費
　　　　を全額免除される。
（新）変更後
　　　1.本クラブの年会費は22万円とする。
　　　2.これとは別にRI人頭分担金、機関雑誌の購
　　　　読料、地区賦課金、ロータリーまたは地区に
　　　　よるその他の賦課金を預り金として徴収する。
　　　3.年会費及び預り金は7月1日、1月1日に分割
　　　　して徴収する。

　満場一致で承認されました。

臨時総会

日　時　2018年12月17日（月）18：30〜
場　所　銀杏

日　時　2019年3月28日（木）17：45〜
場　所　ダイワロイネットホテル和歌山４F

日　時　2019年8月8日（木）13：40〜
場　所　ダイワロイネットホテル和歌山４F

日　時　2019年9月12日（木）13：40〜
場　所　ダイワロイネットホテル和歌山４F

日　時　2019年10月24日（木）13：40〜
場　所　ダイワロイネットホテル和歌山４F

日　時　2019年11月14日（木）13：40〜
場　所　ダイワロイネットホテル和歌山４F

日　時　2019年12月12日（木）14：00〜
場　所　ダイワロイネットホテル和歌山４F

日　時　2020年1月9日（木）14：00〜
場　所　ダイワロイネットホテル和歌山４F

日　時　2020年4月2日（木）13：40〜
場　所　ダイワロイネットホテル和歌山４F

日　時　2020年5月21日（木）11：00〜
場　所　WEB

日　時　2019年5月16日（木）13：40〜
場　所　ダイワロイネットホテル和歌山４F

日　時　2019年6月20日（木）17：30〜
場　所　ダイワロイネットホテル和歌山４F

日　時　2019年7月4日（木）13：40〜
場　所　ダイワロイネットホテル和歌山４F

 ① クラブ細則第 3 条 2 節により S.A.A. の選出について〔加納研次さんを選出〕

① 2019-2020 年度地区資金分担金（案）の承認について
　〔全会一致で可決承認された。〕
② 2019-2020 年度委員会編成表（案）について
　〔一部再考の余地があるため次回再提出を行う。〕
③ 2019-2020 年度年間行事予定表（案）について

　〔今後、各事業の日程が決まり次第、予定表を追加更新する。〕
④ インターシティーミーティングの日程について
　〔4 月 18 日を現在検討中しており、確定次第報告する。〕
⑤ 2019-2020 年度地区研修・協議会（4/21（日））への出席に
　ついて〔各委員長において出席を依頼した。〕

① 新会員について
　「刀祢氏」「山﨑氏」２名……………………………… 〔承認〕
② 名誉会員について
　〔今後検討していくこととなった。〕
③ こばと学園夏祭りについて
　藤村委員長より事業計画書を説明 …………………… 〔承認〕

④ こばと学園備蓄品寄贈について
　角谷委員長より事業計画書を説明 …………………… 〔承認〕
⑤「世界エイズデー 2019 in 和歌山」について
　角谷委員長より事業計画書を説明
　〔県担当者と打ち合わせ後次回審議とする。〕
⑥ その他

① 新会員について
　「友淵氏」………………………………………………… 〔承認〕
② お月見例会懇親会について
　亀田委員長より事業計画書を説明 …………………… 〔承認〕
③「世界エイズデー 2019 in 和歌山」について

　角谷委員長より事業計画書を説明 …………………… 〔承認〕
④「令和元年 8 月九州北部豪雨災害」義捐金について
　当クラブは金参萬円義捐する。 ……………………… 〔承認〕
⑤ その他

〔報告事項〕メークアップの規定につき、改めて確認した。

① クールビズについて　〔10 月末日までとする。〕
② こばと学園とのみかん狩りについて
　事業計画書を説明 …………………………………………〔承認〕
③ JR 和歌山駅前花壇の花の植え替え（9R.C. 共同事業）について
　角谷委員長より事業計画書を説明 ………………………〔承認〕
④ 子どもに寄り添う街づくりの支援事業について
　赤井会長・角谷委員長より事業計画を説明 ……………〔承認〕
⑤「台風 15 号及び 19 号災害」義捐金について

　〔当クラブは金五萬円義捐する。〕
⑥ 和歌山新報年始広告について ………………… 〔掲載に承認〕
⑦その他
　・ワールド大阪ロータリー E クラブ久保治雄君発信文書への対
　　応方策についての御検討方お願いについて　　
　   〔会長・幹事に一任となった。〕

〔報告事項〕①こばと学園防災倉庫の備蓄品寄贈事業について
　　　　　　  角谷委員長より報告・決算書について説明があった。

① こばと学園餅つき行事について
　事業計画書を説明 ……………………………………… 〔承認〕
② こばと学園とのみかん狩り参加者について
　〔会員または家族会員以外の参加者の場合は（従業員等）、参
　加は可能であるが実費負担とする。〕
③ クリスマス家族例会について
　亀田委員長より事業計画書を説明 ………… 〔右記全て承認〕

　・欠席者の返金を半金分とし、高校生は大人料金とする。 
　・ビンゴ景品は昨年より増額　・コンパニオンは無しとする。
④ 2019 年手続要覧日本語版購入について
　「1 冊 10 ドル（1,080 円）」
　会員全員に配布（会予算より） ……………………… 〔承認〕
⑤ 和歌山放送「ラジオチャリティ・ミュージックソン」協賛について
　〔本会からは協賛せず、協賛する場合は会員各自にてしてもらう〕

① クリスマス家族例会について
　事業計画書を説明 ………………………………………… 〔承認〕
② クラブ事務局の複合機について
　〔複合機のゼロックスより、購入後（北 R.C と合同）17 年経過　

　しており、部品が無くなったため、故障時に対応出来ないとのこ
　とで、当クラブとしては買い替えることとした。但し既に北 R.C が
　新規にて独自に買い替えているも、FAX（回線含め）が共同のた
　め、FAX を今後どうするか、北 R.C さんの意向を聞くことになった。〕

① 創立記念夜間例会懇親会について
　事業計画書を説明　〔承認（片岡会員の報告を例会時に挿入する）〕

　・松本空港ロータリークラブとの合同例会時の親睦旅行について
　　各自申し込みとJTBを通じての申し込みとわけての申し込みとする。

① クラブ例会について
　〔4 月 9 日は開催するも、各自自主判断していただき、受付にサ
　イン帳を置きサインのみでも出席とする。４月 16 日は IM の振
　り替えにて休会のままとする。4 月 23 日も開催する。今後の対
　応について、休会とする場合はメール審議にて執り行うも、会長
　判断により休会とすることがあり、会長一任となった。
　また将来において危機管理委員会等を設置し、委員長判断にて
　行っていくのもいいのではないかとの意見があった。
② IM 開催延期について
　〔4 月 18 日から 5 月 30 日に延期することとする。但し、開催 1
　　か月前に開催判断を行い、各クラブに開催延期に伴う判断基準

　を送付しておくこととなった。また開催中止となった場合は、講
　演文等の報告書を持って開催とする文言も入れておくこととなった。
③ IM 開催時の安全対策について
　〔アルコール消毒はホテルに依頼する。マスクはある程度確保す
　るものの、各自にて持参してもらうよう促す。体温を測る機械等
　は高額なため要再検討する。
④ 広報活動について
　〔他クラブの例会開催状況をみて検討するも、休会等が多い為チ
　ラシの配布のみとする可能性が高い。
⑤その他
　IDM 開催はしばらく見送ることとする。

① 6 月例会について
　コロナ対策をしながら再開する。
　最終夜間例会　亀田委員長より説明 ………………… 〔承認〕
② クラブフォーラムについて
　活動報告会発表に置き換える
③ 新会員について ……………………………………… 〔承認〕
④ 事務所協力金の解約について ………… 〔承認・一般会計に〕

⑤ 会費の経費科目変更について
　〔今の実情に沿った形で分担金等は分けることに変更する。年
　会費は 22 万に変更する。〕
⑥ 和歌山新報「ダメ。ゼッタイ。薬物乱用。」企画広告協賛につ
　いて ……………………………………………………… 〔承認〕
⑦ クールビズについて …………………………………… 〔承認〕
　6 月から開始する。

① 2019-2020 年度年間行事予定表（案）について
　〔今後、各事業の日程が決まり次第、予定表を追加更新する。〕
② 2019-2020 年度委員会編成表（案）について
　〔一部再考の可能性が出たため、会長に一任とする。〕
③ 2019-2020 年度予算（案）について

　〔一部再考の可能性が出たため、会長に一任とする。〕
④ インターシティーミーティングの日程について
　〔各 9 ロータリーに社会奉仕活動の報告を行ってもらい、当クラ
　ブは今後の活動も含め、子ども支援事業を考案のうえ発表する
　方向に意見が出た。〕

① 2019-2020 年度会長所信（案）について
　〔各意見に伴い訂正することになり、メール配信にて各理事に
　確認してもらうことになった。〕
② 2019-2020 年度年間行事予定表（案）について
　〔前回からの変更点のみを説明する。〕
③ 2019-2020 年度事業計画（案）について
　〔前回からの変更点のみを説明する。〕
④ 2019-2020 年度予算（案）について

　〔前回からの変更点のみを説明する。〕
⑤ 紀ノ川一斉清掃について
　〔全会一致にて承認〕
⑥「社会を明るくする運動和歌山駅頭啓発活動」について
　〔当クラブでは参加を見送ることになった。〕
⑦ その他
　〔和歌山県西警察署 生活安全課より「思いやり愛す事業」への
　協賛依頼があったが、当クラブでは見送ることになった。〕

① 2019-2020 年度第 1 回理事会〜第 4 回理事会審議事項の再承
　認について ……………………………………………… 〔承認〕
② 2019-2020 年度予算書（案）について
　繰越金及び 7 月 1 日現在の人数にて一部変更 ……… 〔承認〕
③ 職業分類の変更について
　武田慎介会員 介護サービス→認定こども園 ………… 〔承認〕

　加納研次会員 労働派遣業→社会保険労務士 ……… 〔承認〕
④ その他
　・メークアップ既定の変更に伴い当クラブでは、出席報告の際
　　は本日の出席率のみを報告することとする。
　・皆出席は、年度内使用可能となったため、メークアップカー
　　ドを 7 月 1 日から順に使用することとする
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議　題

2018－2019年度　第1回理事会議事録

2018－2019年度　第7回理事会議事録

2018－2019年度　第8回理事会議事録

2018－2019年度　第9回理事会議事録

2018－2019年度　第10回理事会議事録

2018－2019年度　第11回理事会議事録

2018－2019年度　第12回理事会議事録

2018－2019年度　第13回理事会議事録

2018－2019年度　第2回理事会議事録

2018－2019年度　第3回理事会議事録

2018－2019年度　第4回理事会議事録

2018－2019年度　第5回理事会議事録

2018－2019年度　第6回理事会議事録


