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　皆さんこんにちは。新年度がいよいよスタートしました。今年度会長を仰せつかりました瀧川です。角谷幹事
とともに1年間よろしくお願い申し上げます。2005年1月に山本会員の紹介で和歌山東ロータリークラブに入会
させていただいて今年で17年目になりますが、伝統ある和歌山東ロータリークラブの会長としてはまだまだ力不
足ではありますが1年間かけて勉強していきたいと思いますので皆様に温かい目で見守って頂きたいと思います。
　後ほど会長所信で今年度の方針をお話させていただきます。

　さて本日7月1日は建築士の日になっています。たまたま私の会長デビューの日が建築士の日に重なりまして偶然に驚いています。
昭和25年の7月１日に建築士の規定をまとめた建築士法が施行されました。その日を記念して建築士の日は建築士の質と地位向上、
建築士の社会的な意義をPRするために制定されました。建築士法は田中角栄衆議院議員が中心になって議員立法で国会に提出
されたそうです。建築業界では田中角栄氏が一級建築士第1号と通説のように言われていますが合格証は第1号だったようですが
登録をしたのが1年後だったようで建築士番号は16989番だということです。また有名な安藤忠雄さんは建築士の資格を持ってな
いといううわさも建築業界にはありますがこちらも嘘でちゃんと一級建築士を持たれています。国家資格として建築物を業務として
設計監理できる資格は建築士のみで建築士の中でも1級建築士、2級建築士、木造建築士と別れていますが規模、構造に関わら
ず色々な建物を設計できるのは一級建築士になります。また建築家とか設計士とかいろいろな名前で呼ばれることがありますがこ
ちらは通称のようなもので資格ではありません。よく建築士のたとえで足の裏の米粒と言われますがこれは取っても食えないという
意味で建築士の自虐ネタとなっています。
　本日はよろしくお願いします。

会 長 報 告� 瀧川　嘉彦  会長

幹 事 報 告� 角谷　芳伸  幹事

◦国際ロータリー第2640地区2020-2021年度ガバナー事務所閉所のお知らせが届いております。……… 回覧
◦国際ロータリー第2640地区2023-2024年度ガバナー候補者に和泉ロータリークラブ…谷　宗光さんを指名し
　た旨の連絡がありました。
◦2021-2022年度前期会費の請求書はロータリーレートがまだ確定していませんので次週配布させていただき
　ます。

　あっという間にノミニーの期間が終わり本日からエレ
クトになりました。
　コロナ禍の中色々大変ですが、親クラブの東クラブに
は本年度、次年度とご支援、ご協力をよろしくお願い申
し上げます。

　会長としての初仕事です。北クラブは今年が創立43
年目です。創立時の会員は30名、奇しくも今年の会員
も30名です。一生懸命頑張っていきますのでこれから
もよろしくお願い致します。

2021-2022年度ガバナーエレクト  森本  芳宣さん

会長　東山　充さん

和歌山北
ロータリークラブより 

ご挨拶

会長幹事会長幹事
バッジバッジ
交換交換

瀧川会長・角谷幹事・樫畑直前会長・亀田直前幹事
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❸好意と友情を深めるか ❹みんなのためになるかどうか

❶真実かどうか ❷みんなに公平か

■2021-2022年度初例会

■ロータリーソング� 細川　竜二　ソング委員長
「君が代」「奉仕の理想」

■ビジター紹介� 加納　研次　親睦委員
和歌山北 R.C.
森本  芳宣さん、初田  隆生さん、東山  充さん、青木  保誠さん

■卓話� 名誉会員　駒井　則彦さん 　7月1日（木） 北海道2500ロータリーEクラブ 栗本信行
　7月2日（金） 北海道2500ロータリーEクラブ 栗本信行

■臨時総会「2020-2021年度決算報告・2021-2022年度予算報告」

■ピアノ演奏� 中井　利枝さん
ライムライト (Charles Chaplin)
フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン (Bart Howard)

ガバナーエレクト……森本……芳宣さん　地区副代表幹事……初田……隆生さん
… 2022-2023年度に向けてご支援ご協力の程よろし

くお願い申し上げます。
和歌山北ロータリークラブ……会長……東山……充さん　幹事……青木……保誠さん
… 新年度初例会おめでとうございます。1年間よろしく

御願いします。
内畑　瑛造さん… 今期より新しい瀧川会長始め理事役員の皆様に大

変厳しい時ですが、私達の先頭に立って健康に気
をつけて一年間がんばって下さい。

村田　昌之さん… 2021-2022年度の初例会を祝す。
島　　公造さん… 瀧川丸出航!…理事、役員の方々1年間がんばって下

さい。
田原　久一さん… 今日から久しぶりのひな壇です。1年間よろしくお

願いします。
山本　進三さん… 2021-2022年度初例会を祝して。
堀岡　忠男さん… 初例会、瀧川会長、角谷幹事始め理事役員の皆様、

今期一年間宜しく御願致します。
山野　武彦さん… 会長さん始め役員の皆様方、今期も宜しく御願い致

します。
亀田　直紀さん… 瀧川会長、角谷幹事一年間よろしくお願いします。

樫畑　友洋さん… 瀧川会長、一年間がんばって下さい!!
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… 初例会を祝して。瀧川会長、角谷幹事がんばって

下さい。
乾　　敦雄さん… 今年度も会員一同で会を盛り上げましょう。
佐藤　義記さん… 初例会を祝して
片岡　聖佳さん… 初例会、瀧川会長1年間よろしくお願いします。
木下　智仁さん… 新年度よろしくお願いいたします。
古屋　光英さん… 一年間よろしくお願いいたします。
加納　研次さん… 本年度もよろしくお願いいたします。
奥村　申二さん… 晋会長、幹事、S.A.A.の皆さま1年間よろしくお願

いします。
藤村　孝義さん… 初例会、瀧川会長がんばって下さい。
細川　竜二さん… 祝、初例会。
瀬藤　啓司さん… 瀧川会長、一年間宜しくお願いします。
瀧川　嘉彦さん… 1年間よろしくお願いします。
角谷　芳伸さん… 1年間よろしくお願いします。
山﨑　　肇さん… 初例会おめでとうございます。
… 一年間宜しくお願いします。

本日の累計…72,000円（計28名26件）　〔その他…72,000円　累計…72,000円〕

出席報告 会員数 45名（内出席規定適用免除会員8名）

関戸　正浩　出席副委員長 7月1日（本日） 31名/40名 77.5% 皆さん、出席してください。

本日の例会� 7月8日（木）

次回の例会� 7月15日（木） メーキャップ� （敬称略）

前回の例会� 7月1日（木）

ありがとうございましたにこにこ箱にこにこ箱

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。

2021～2022年度�第5回理事会議事録

以上

角谷芳伸

瀧川嘉彦、樫畑友洋、乾　敦雄、田原久一、村田昌之、佐藤義記、上中崇司、木下智仁、三木保典、山本進三、山﨑　肇、刀祢真大、藤村孝義、赤井雅哉出席者

議　題

議事録作成者日  時：2021年7月1日（木）13:40～／場  所：ダイワロイネットホテル和歌山4F

①2021-2022年度 第1回から第4回理事会承認事項再承認の件 …………………… [承認]
②繰越金確定等による2021-2022年度和歌山東ロータリークラブ年間予算修正（案）
　承認の件 …………………………………………………………………………… [承認]
③事務局引っ越しの件 ………………………………………………………………… [承認]
④第58回全国聾学校陸上競技大会和歌山大会にかかる大会プログラム広告の件 … [承認]
⑤和歌山新報「暑中見舞い」企画広告の件 …………………………………………… [承認]

審
議
事
項

①「和歌山城ホール」への記念品贈呈の件
②ダイワロイネットホテル1F駐車場の件（田原副会長）
　 ………………………………… 前年度より会長・幹事の駐車スペースがなくなりました。
③森本ガバナエレクトより、2022-2023年度地区役員依頼の件
　地区幹事1～2名、ガバナー補佐1名、地区大会コ・ホストクラブと地区大会副実行委員長
　1名輩出の依頼がありました。
④クラブ事務局移転に伴い、日本事務局、ロータリーの友事務所、2640地区各ロータリー
　クラブ事務局に住所変更のお知らせを送る。

報
告
事
項

2021-2022年度 理事・役員紹介2021-2022年度 理事・役員紹介  （敬称略） 会　　　長・理 事
直 前 会 長・理 事
次 期 会 長・理 事
副 会 長・理 事
幹　　　事・理 事
会　　　計・理 事
親睦委員長・理 事
プログラム委員長・理 事
国 際 奉 仕 委 員 長・理 事
社 会 奉 仕 委 員 長・理 事
青少年奉仕委員長・理 事
S . A . A .
副 幹 事
副 S.A.A
クラブ戦略計画委員会委員長

瀧川　嘉彦
樫畑　友洋
乾　　敦雄
田原　久一
角谷　芳伸
村田　昌之
佐藤　義記
上中　崇司
木下　智仁
三木　保典
山本　進三
山﨑　　肇
刀祢　真大
藤村　孝義
赤井　雅哉


