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ありがとうございました

■創立記念例会

■ロータリーソング� 加納　研次　ソング委員長
「和歌山東ロータリーの唄」

■ビジター報告� 北浦　康臣　親睦委員長
和歌山R.C.　5名
和歌山アゼリアR.C.　1名

■卓話
� 当クラブ会員　関戸　正浩さん

■卓話「更生保護の話　～ホゴちゃんを知っていますか？」
� 和歌山保護観察所　所長　西岡　純子さん

■ピアノ演奏� 中井　利枝さん
OLD�FOLKS（W.Robison）
SECRET�LOVE（S.Fain）

2月17日（水）和歌山西R.C.� 内畑　瑛造、山本　進三

村田　昌之さん	 祝　創立記念例会。

田原　久一さん	 祝　入会30年と古希です。

	 今後もよろしくお願いします。

中野　幸生さん	 創立記念例会をお祝して。

中山　恒夫さん	 在籍表彰ありがとうございます。

中山　恒夫さん	 創立記念例会を祝して。

山本　進三さん	 祝62周年！

堀岡　忠男さん	 祝創立62周年記念例会お目出とう御

座居ます。当クラブの益々の御発展

御祈致します。

山野　武彦さん	 祝、創立62周年記念誠に御目出とう

御座居ます。

瀧川　嘉彦さん	 創立記念例会を祝して。

吉田　篤生さん	 祝、記念例会。

上中　崇司さん	 祝！創立記念例会。

赤井　雅哉さん	 創立記念例会を祝して。

佐藤　義記さん	 祝、創立記念例会。

竹村　克治さん	 ヨロシクお願いします。

片岡　聖佳さん	 ㊗創立記念例会！

木下　智仁さん	 夜間例会を祝して。

古屋　光英さん	 創立記念例会を祝して。

三木　保典さん	 創立記念例会おめでとうございます。

加納　研次さん	 創立記念例会おめでとうございます。

本日もよろしくお願いいたします。

西岡　　崇さん	 おめでとうございます。外は寒いで

すが熱い時間になりますように。

藤村　孝義さん	 祝　創立記念例会。

北浦　康臣さん	 創立記念例会宜しくお願いします。

刀祢　真大さん	 中江さん、田原さん、お祝い申し上

げます。

山﨑　　肇さん	 創立記念例会おめでとうございます。

栗本　信行さん	 祝、創立62周年記念例会。

樫畑　友洋さん	 祝、創立記念例会！在籍表彰して頂

きありがとうございます。

亀田　直紀さん	 親睦委員会のみな様ありがとうござ

います。

細川　竜二さん	 創立記念例会を祝して。

（お誕生日お祝い）

島　　公造さん	 24日にて76才。ウレシイのやらカナ

シイのやら？？

吉増　　亨さん	 50才になります。ありがとうございます！

瀬藤　啓司さん	 52才になりました。1年1年大切に

日々過ごしたいと思います。

本日の累計…143,000円（計30名31件）　〔お誕生日お祝い…290,000円　奥様花お礼…82,000円　皆出席表彰…25,000円　その他…1,042,000円　累計…1,439,000円〕

出席報告 会員数 42名（内出席規定適用免除会員8名）

加納　研次　出席委員長 2月18日（本日） 31名/38名 81.6％ 皆さん、出席してください。

にこにこ箱

本日の例会� 2月25日（木） 前回の例会�2月18日（木）18:30～ 於ダイワロイネットホテル和歌山4F

メーキャップ� （敬称略）

次回の例会� 3月4日（木）

　創立記念例会に際しまして、まずは、これまでクラブの発展にご尽力いただきました諸先輩方に
心からの感謝と敬意を表します。
　私たちの和歌山東ロータリークラブは、1959年2月23日に創立発足いたしました。創立の少し前
の話になりますが、1957年神戸での年次大会で、ガバナーから和歌山ロータリークラブの方に「来
年の年次大会は和歌山でやらないか」というお話があり、これをクラブに持ち帰り相談され、お引

受けになられました。そこで、翌年からロータリーについて新聞などでPRをしたところ、「そんな会なら入りたいな」
と入会を希望される方が増えてきたのだそうです。しかし、当時は「一職一人」、すなわち同じ業種で一人しか入会
できないという制限がありましたから、「それでは第2クラブ、アディショナルクラブをつくろうじゃないか」という
機運が生まれました。和歌山ロータリークラブのご指導のもと順調に準備が進められ、昭和33年の終わりごろには
既にメンバーもそろっていたらしいのですが、設立総会をするのに年末は何かと忙しいだろう、年始もあわただしい
だろうといことで、それでは2月23日なら国際ロータリーの創立記念日でもあるからいっそこの日にしようとなった
のであります。
　かくして、昭和34年2月23日に和歌山東ロータリークラブが誕生しました。創立総会は経済センター4階にある経
営者協会の会議室で行われました。当時の記録を見ていますと、初代会長は紀陽銀行の荻野憲一郎氏、この方は後に
紀陽銀行取締役会長になられています。また、初代副会長は山本進重郎氏でした。山本進三会員のおじい様ですね。
今も続く「こばと学園」への支援としては、昭和35年11月4日に世界偉人伝全集などの書籍を寄贈していることが記
録に残っています。本当に長く継続していると思います。
　そのようにスタートしてから今年で満62年となりました。輝かしい歴史とともに、これから未来に向けての思い
をクラブ会員が共有し、方向づけていくことが大切です。後ほど、クラブ戦略計画委員会の吉田委員長から報告があ
りますので、どうか皆様も気持ちを一つにして、地域に貢献できるクラブとして活動し続けていけますように今後と
もご協力をお願いいたします。和歌山東ロータリークラブの益々の発展を祈念いたしまして、本日の会長報告とさせ
ていただきます。

会 長 報 告� 樫畑　友洋  会長

◦和歌山中ロータリークラブの例会は新型コロナウィルス感染防止の為2月12日（金）と2月19日（金）
は取りやめとなります。2月26日（金）は休会です。また海南東ロータリークラブの例会も2月22日（月）
と3月1日（月）は取りやめとなります。
◦国際ロータリー第2640地区地区大会記念ゴルフ大会は開催中止の連絡が届いております。
◦国際ロータリー第2640地区2020-2021年度地区大会は内容を変更して開催されます。参加者は会長、
幹事、選挙人、地区役員のみで後日地区大会の動画配信を予定しているとのことです。また地区大会賦
課金、参加登録料につきましては地区大会賦課金のみの徴収となり登録料は徴収しません、とあります。

幹 事 報 告� 亀田　直紀  幹事

おめでとうございます

島　　公造さん（76 才）
瀬藤　啓司さん（52 才）
吉増　　亨さん（50 才）

お誕生日お祝い



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

創立62周年記念例会 懇 親 会 18：30～
ダイワロイネットホテル和歌山４Ｆ

おめでとうございます
おめでとう
ございます

在籍表彰

田原　久一さん　在籍 30 年

中山　恒夫さん　在籍 25 年

樫畑　友洋さん　在籍 15 年

　クラブ戦略計画委員会は、本年度会長、前年度会長、次年度会長、前々年度会長、次々年度会長を
メンバーとして本年度より新しく活動し始めました。
　本日「和歌山東ロータリークラブ　クラブ戦略計画」を発表させていただきます。

　我がクラブは1959年に当時の区域限界を持って「和歌
山東ロータリークラブ」と命名され誕生し、その後60年以
上にわたって地域に貢献すべく活動してきました。
　我々はこの歴史と名称に誇りを持ち、和歌山東ロータリー
クラブが今後も地域に貢献できるクラブであるよう活動します。
　クラブの歴史を大切にし、現役の会員のみならずOB会
員にも敬意を払い、クラブの良き伝統を引き継いでいきます。
　会員の増強の為に、人格及び名声を有する素晴らしい人
物を探し、創立65周年までに会員数50名以上を目標としま
す。創立70周年には70名以上の会員数が目標です。特に
重視したいのは、現在クラブにない分類の職業の方々の勧
誘です。職業分類の幅を広げることで、我々が得る知識を
増やし、交友範囲を広げ、より活気あるクラブを目指します。
またOB会員と良好な関係を継続できれば、新入会員の紹
介につながることでしょう。
　充実した例会場を確保し続けることも大事です。常に快
適な空間、美味しい食事がある会場を保持していくことは、
例会を充実させるだけでなく新規会員の獲得にも有利にな
ります。
　例会の内容も大切です。外部講師、会員卓話をバランス
よく織り交ぜて、来てタメになる例会、会員同士の相互理
解が深まる例会を続けましょう。
　親睦活動の活性化もクラブの一体感を増す効果がありま
す。ゴルフ会のみならず、以前行われていたボウリング・麻
雀大会の復活や、グルメ会なども楽しいのではないでしょうか。
　安定したクラブ運営のためには事務局も大事です。例会
場に近く費用対効果に優れた事務局を確保する。また事務
局員が安心して働くことができる環境づくりに努めなければ
なりません。
　従来から続く“こばと学園”への奉仕事業は、今や我がク
ラブにとって活動の中心となっています。“こばと学園”の子

供たちとの交流は、我々自身学ばされることも多く、貴重な
体験を得ることができます。今後も継続して行うべき事業だ
と思います。それに加えて新たな奉仕事業も考えたいところ
です。新しい奉仕事業を考える上で、委員会活動をもっと
活発に行っていくことが大切です。積極的に委員会を開催し、
意見交換をお願いします。そして背伸びせず身の丈に合っ
た奉仕事業に取り組みましょう。
　我々は、これまでロータリー財団・米山記念奨学会への
寄付を続けています。ロータリー財団の基金を積極的に活
用すれば、もっとインパクトのある奉仕活動ができます。
　コロナ禍の中、国際奉仕事業が行い難い現状ですが、国
際奉仕事業は強化したいポイントです。最近は和歌山にも
外国人実習生のように日本で学び働く在留外国人も増えて
います。彼らが日本で暮らしていく上で、楽しい思い出作り
や心の癒しに繋がるような奉仕活動も国際奉仕事業となる
のではないでしょうか。
　そして我がクラブの活動を「意義ある奉仕賞」など地区
の褒賞部門にエントリーすることで、より会員の意識を高め
ることができるのではないでしょうか。
　以上をもとに、クラブ戦略計画案を策定します。

①創立65周年までに50名、70周年には70名の正会員。
②職業分類を10分野拡大する。
③快適な空間、美味しい食事、バランスの良い卓話のある
例会運営の継続。

④年間3つのクラブ親睦活動の実施。
⑤積極的な委員会の開催。
⑥こばと学園への継続支援に加え、2つの新規奉仕事業の
創生。

⑦ロータリー財団の基金活用と、地区褒章部門へのエント
リー。

委 員 会 報 告� クラブ戦略計画委員会　吉田　篤生 委員長

片岡副会長
終わりの挨拶

赤井直前会長の乾杯のご発声 ピアノ、バイオリン、マリンバの演奏

懇親会挨拶　　樫畑　友洋会長
　先日、創立5周年の記念誌を読んでおりましたら、第一回家族
会は昭和34年5月28日に和歌浦の不老館で行われたと記載され
ていました。不老館の専務取締役の秋月さんという方が当クラブ
の会員だったということで、よく会場として使わせていただいて
いたようです。出席者数は53名とあります。当時も親睦はとて
も大切な行事と位置付けられていたようです。
　時代は移り、現在はロイネットホテルさんにお世話になってい
ますが、今夜は北浦親睦委員長に企画等いろいろと考えていただ

いて本当に感謝しています。コロナ対策で少し制限がありますが、それぞれの会員さんがロータリーの思い出
などを語り合いながら親睦を深めていただければと思います。短い時間ですがどうぞよろしくお願いいたします。

和歌山東ロータリークラブ　クラブ戦略計画

ご長寿お祝い
田原　久一さん

古希


