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2020年7月9日（木）

週報 / VOL.62 No.2
（通巻2893）

ありがとうございました

■2020-2021年度初例会

■ロータリーソング� 加納　研次　ソング委員長
「君が代」「奉仕の理想」

■ビジター報告� 北浦　康臣　親睦委員長
和歌山北 R.C.　桝谷　知樹さん、太田　恵示さん

■木綿紀文ガバナー補佐をお迎えしてのクラブ協議会 7月6日（月） 和歌山北 R.C. 樫畑友洋、亀田直紀

■臨時総会「2019-2020年度決算報告」
　　　　　「2020-2021年度予算報告」
　　　　　「和歌山東ロータリークラブ細則の変更について」

■ピアノ演奏� 中井　利枝さん
紫野 ( 服部　克久 )
エメラルドモーニング ( 服部　克久 )

和歌山北R.C.会長　桝谷　知樹さん　幹事　太田　恵示さん

	 新年度初例会おめでとうございます。

内畑　瑛造さん	 今年度樫畑会長始め理事役員の皆様

むつかしい時ですが、皆で力を合わ

せて頑張りましょう。

村田　昌之さん	 樫畑丸の出航を祝します。

中江　遵義さん	 役員の皆様いつもありがとうございます。

島　　公造さん	 樫畑会長と理事役員の皆さん一年間

頑張って下さい。

田原　久一さん	 本日より、新入会員栗本さんをよろし

くお願いします。

山本　進三さん	 樫畑年度スタートを祝して。

堀岡　忠男さん	 初例会、樫畑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。

角谷　芳伸さん	 樫畑新会長一年よろしくお願いします。

瀧川　嘉彦さん	 樫畑会長、亀田幹事1年間よろしくお

願いします。

吉田　篤生さん	 新年度おめでとうございます。

上中　崇司さん	 祝、初例会!一年間よろしくお願いし

ます。

赤井　雅哉さん	 樫畑会長、亀田幹事の前途を祝して。

がんばって下さい。

乾　　敦雄さん	 新年度おめでとうございます。

佐藤　義記さん	 前期一年間お世話になりありがとうご

ざいました。今期樫畑会長はじめ役

員一同様がんばって下さい。

片岡　聖佳さん	 入会以来初めての事です。妻にきれ

いな花をありがとうございました。

木下　智仁さん	 今期よろしくお願いいたします。

古屋　光英さん	 会長、幹事、理事役員の皆さん1年

間がんばって下さい。

西岡　　崇さん	 本日は皆様の元気なお顔を撮影出来

て感謝です。!

加納　研次さん	 本年度ソング委員長をさせて頂きます。

よろしくお願いいたします。

奥村　申二さん	 祝　新年度スタート!

藤村　孝義さん	 今年1年よろしくお願いします。

北浦　康臣さん	 初例会宜しくお願いします。　　

瀬藤　啓司さん	 1年間宜しくお願いします。　　

栗本　信行さん	 本日入会します栗本です。宜しく御

願いします。

樫畑　友洋さん	 今年一年間どうぞよろしくお願いいた

します。

	 栗本さんご入会おめでとうございます。

亀田　直紀さん	 1年間よろしくお願いします。

細川　竜二さん	 1年間よろしくお願いします。

本日の累計…79,000円（計29名28件）　〔奥様花お礼…5,000円　その他…74,000円　累計…79,000円〕

出席報告 会員数 43名（内出席規定適用免除会員8名）

加納　研次　出席委員長 7月2日（本日） 31名/40名 77.5％ 皆さん、出席してください。

にこにこ箱にこにこ箱

本日の例会� 7月9日（木） 前回の例会� 7月2日（木）

次回の例会� 7月16日（木） メーキャップ� （敬称略）

　皆様こんにちは。

　今期、会長を仰せつかりました樫畑友洋です。

　改めましてよろしくお願い申し上げます。

　まずは新入会員の栗本信行さん、ご入会おめでとうございます。

　心より歓迎いたします。

　また本日は、和歌山北ロータリークラブ会長の桝谷知樹様、幹事の太田恵示様にもお越しいただ

いております。お忙しい中ありがとうございます。

　さて、なんとか無事に初例会を開催できました。

　就任にあたってのご挨拶、私の考え、気持ちは、会長所信・基本方針として後程お伝えいたしま

すが、本日この日に至るまで、コロナ禍によって本当にイレギュラーなことの連続でありまして、

正直、これから一体どうなるのだろうという不安もあり、本当にたいへんでございました。

　昨日、市内９RCの会長幹事会が行われ、他クラブの会長幹事さんと無事に顔合わせすることが

できましたが、これも本来であれば５月末に新旧会長幹事会として、昨年度からの引継ぎ、そして

懇親会が行われる予定でした。

　ご存じのとおり、PETSや地区研修・協議会もDVDやオンラインで行われています。

　昨日の新たな感染者数は全国で110名を超えており、今後も事態が急変する可能性があり、対応

にもたつくようなことがあるかもしれませんが、私の抜けているところを亀田幹事はじめ頼もしい

理事役員の皆様にお支えいただきながら一年間精一杯尽くしてまいりたいと思います。

　会員の皆様にもご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げまして、初例会冒頭の会長報告とさせていた

だきます。

　これから一年間どうぞよろしくお願いいたします。

◦国際ロータリー第2640地区2020-2021年度ガバナー事務所開所のお知らせが届い

　ております。	………………………………………………………………………… 回覧

◦2020年７月ロータリー為替レートのお知らせ　１ドル107円

　（前月は１ドル108円）	……………………………………………………………… 回覧

◦有田ロータリークラブより７月中の例会は動画配信（YouTube限定公開）にて開催するというお知ら

　せが届いております。	 ……………………………………………………………………………… 回覧

◦和歌山青年会議所よりJCニュースが届いております。	 ………………………………………… 回覧

会 長 報 告� 樫畑　友洋  会長

幹 事 報 告� 亀田　直紀  幹事



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

　本日皆様に2019-2020年度I.M.記録誌が出来ましたのでお配りしております。
残念ながら会場での開催は出来ませんでしたがこれをもって開催とさせていただき
ました。

赤井　雅哉  前会長

「2019-2020年度I.M.記録誌配布について」

　皆さん今日は。和歌山北ロータリークラブの今期会長をさせていただく桝谷
と太田です。貴クラブの新年度初例会に参加させていただきまして誠にありが
とうございます。我がクラブは、41年前に貴クラブをスポンサークラブとして
誕生いたしましたので、今期が42期目いわゆる厄年でもあり、しかも新型コロ
ナウィルス感染症の第2波間違いなしという状況でもあります。従いまして、これ
まで以上の親しいお付き合いをさせていただきたいわけではありますが、親し
き中にも礼儀ありと言いますか、親しき中にも微妙な距離ありというようなお

付き合いをさせていただきたく、非常に無理なことをお願いいたしまして、ご挨拶とさせていただ
きます。

会長　桝谷知樹さん、幹事　太田恵示さんからのご挨拶和歌山北ロータリークラブ

日　時　2020年7月2日（木）
場　所　ダイワロイネットホテル和歌山 4 F

① 2020-2021年度　第1回から第4回理事会承認事項再承認の件 …………………………………… [承認]
　1）SAA、副幹事、副SAA選任承認の件
　2）2020-2021年度　理事・役員及び委員会（案）承認の件
　3）「クラブ戦略計画委員会」委員長役員に任命承認の件
　4）2020-2021年度　年間行事予定表（案）承認の件及び付帯決議承認の件
　5）2020-2021年度上期におけるクールビズ期間の設定（案）承認の件
　6）国際ロータリー第2640地区への出向者（案）承認の件
　7）2020-2021年度　和歌山東ロータリークラブ会長所信（案）承認の件
　8）2020-2021年度　和歌山東ロータリークラブ年間予算（案）・事業計画（案）承認の件
② 繰越金確定等による2020-2021年度　和歌山東ロータリークラブ年間予算の修正（案）承認の件 [承認]
③ 和歌山新報「暑中見舞い」広告掲載（案）承認の件 ………………………………………………… [承認]

樫畑友洋、赤井雅哉、片岡聖佳、亀田直紀、瀬籐啓司、北浦康臣、山本進三、

上中崇司、奥村申二、乾敦雄、細川竜二、木下智仁、西岡崇、吉田篤生
亀田直紀

議　題

出席者 議事録
作成者

2020～2021年度　　第5回理事会議事録

新会員紹介新会員紹介

栗
くりもと

本　信
のぶゆき

行さん（介護サービス）

（有）和歌山サンクリーン　代表取締役
1966年12月28日生　54才
紹介者／田原　久一さん

会長幹事会長幹事

バッジ交換バッジ交換

　先日はマスクのご協力をいただきましてありがとうございました。
　全部で57袋集まりまして、東ロータリークラブの有志一同からということでお渡し
してきました。大変喜んでいただきました。

島　公造  会員

「こばと学園へのマスク寄贈に対するご協力のお礼」

理事（会長） 樫畑　友洋
理事（直前会長） 赤井　雅哉
理事（次期会長） 瀧川　嘉彦
理事（副会長） 片岡　聖佳
理事（幹事） 亀田　直紀
理事（会計） 瀬藤　啓司
理事（親睦） 北浦　康臣
理事（プログラム） 山本　進三
理事（国際奉仕） 上中　崇司
理事（社会奉仕） 奥村　申二
理事（青少年奉仕） 乾　　敦雄
S.A.A. 細川　竜二
副幹事 木下　智仁
副S.A.A. 西岡　　崇
クラブ戦略計画委員会委員長 吉田　篤生

2020-2021年度
理事役員紹介（敬称略）

1年間よろしくお願いいたします。1年間よろしくお願いいたします。

樫畑会長・赤井直前会長・佐藤直前幹事・亀田幹事


