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ク�ラ�ブ 日　　時 内　　容
和歌山城南Ｒ．Ｃ 8月27日（木） リラックス例会
和歌山南Ｒ．Ｃ． 8月28日（金） 例会変更
和歌山中Ｒ．Ｃ． 8月28日（金） クラブフォーラム 「会員増強」
和歌山北Ｒ．Ｃ． 8月31日（月） 卓話
和歌山アゼリアＲ．Ｃ． 8月31日（月） 例会変更
和歌山Ｒ．Ｃ． 9月 1日（火） 村上有司ガバナー公式訪問
和歌山西Ｒ．Ｃ． 9月 2日（水） 例会変更
和歌山東南Ｒ．Ｃ． 9月 2日（水） 例会変更

●�クラブフォーラム「会員増強」

●�卓話「クラブ拡大について」
２６４０地区クラブ拡大委員会委員長（和歌山中Ｒ．Ｃ．）
 豊澤　洋太朗さん

●ロータリーソング� 村田　昌之 ソング副委員長
「四つのテスト」

●ビジター紹介� 山本　進三 親睦委員長
和歌山Ｒ．Ｃ． 和中美喜夫さん、木谷総一さん、梶本隆治さん

●出席報告� 岸裏　廣澄 出席委員長
会員数５３名（内出席規定適用免除会員１０名）
８月２０日（本　日） ３５名 ８１．４％
８月６日（メーキャップ後） ３９名 ９０．７％

本日の例会� 8月27日（木）

●卓話「高校野球の審判として」
 和歌山市立野崎西小学校教頭　宮本　博信さん

●お誕生日お祝い
田原　久一さん　８月２日　 三毛理一朗さん　８月３日
中村　靖男さん　８月４日　 八幡　建二さん　８月１６日
亀田　直紀さん　８月２４日

●ピアノ演奏� 中井　利枝さん
いつか夢で（Ｊａｃｋ  Ｌａｗｒｅｎｃｅ）
４月の雨（Ｆｒａｎｋ  Ｃｈｕｒｃｈｉｌｌ）

●卓話「東南海・南海地震とその防災対策について」
和歌山県危機管理局総合防災課総括課長補佐
 小松　太賀雄さん

① 月曜日の新入会員歓迎会にはたくさんの会員の方にご出席頂き有難う御座いました。新入会の乾さん、藤井
さんこれからのご活躍を期待しています。
② それから、先週、野上幹事と一緒に初盆の上山さん岡本さん宅にお参りに行ってきました。ご家族の皆様か
らロータリーの皆様に宜しくお伝え下さいとのご伝言を預かってきました。
③ 又７日の市内会長幹事会には、笹島さんが地区のアドバイザーとして「百年の森林」についての事業経過
報告をして頂きました。笹島さん有難う御座いました。議事については特に急いでご報告するものはありませ
んので、週報に掲載させて頂く予定にしています。

④ 前回卓話を頂いた和歌山ダルクの和高様より丁重なるお礼状を頂きました。
⑤ 先月の臨時総会の時に村田さんから、松本空港ロータリークラブの唐沢様のガバナー就任に対し祝辞を出してはとの有難い
ご指摘をお受けし、それについて早速、野上幹事と笹島さんに相談した処、笹島さんは既に祝辞の文面を考え殆ど仕上げて
いるとの返事を頂き、お二人のロータリーの友情に感激致しました。早速お花と一緒に贈らせて頂きましたところ唐沢様から
丁重なるお礼状を頂きました。
⑥ ニュース和歌山に内畑会員の「２年連続エイジシュート」との見出しで記事が出ていました。私は前回の会長報告でこのエ
イジシュートについて紹介させて頂きましたが、私はゴルフをやっていないのでどんなに凄い事か判らないままの紹介でした
が、この新聞記事を読むと、プロでも達成した選手はわずかとの事で、それを２回達成した内畑さんの偉業に驚きました。こ
れからも後１回と言わず毎年達成して下さい。
⑦ 本日は地区から、地区クラブ拡大委員長の豊澤洋太朗様にお越し頂き「会員増強及び拡大月間」に因んでの卓話をして頂
きますが、今期クラブのテーマを「チャレンジ・・・輝く未来に！」とさせて頂いており、そのチャレンジの一つが「会員増強
のため、全会員が立ち上がろう。」です。大変しつこいようですが５年、10年先のクラブの益々の繁栄の為、勧誘のための声
掛けを宜しくお願い致します。

会 長 報 告 谷口　文利�会長

皆さん、こんにちは。幹事報告を申し上げます。
こばと学園から「チャリティーバザーへの物品寄贈のお願い」が来ております。
９月３日（木）までに例会場または事務局までお届け頂きたくお願い致します。
２６００地区の唐沢政彦ガバナー（松本空港Ｒ.Ｃ.）から、ガバナー就任のお祝いに対する礼状が届いております。
回覧します。

地区からガバナーマンスリーレター .........................................................................................................................................回覧
米山梅吉記念館から館報 ...............................................................................................................................................................回覧
Ｒ.Ｉ. ２６４０地区ＳＨＯＷＡサーティーズ親睦ボーリング大会の案内 .......................................................................回覧
こばと学園だより ...................................................................................................................................................................................回覧

お盆の休み中に岸和田の「カンカン」へ行って来ました。エスカレーターに乗ったところ、うしろに乗ったお年を召した女性
が、わたしのバンドにしがみついて離さないので、困っておりましたところ「黄色い線の内側に立って、ベルトにしっかりとお掴
まり下さい」とのアナウンスに納得。以上幹事報告です。

幹 事 報 告 野上　泰造�幹事

メーキャップ情況

８月２１日（金）和歌山中Ｒ.Ｃ.　角谷　芳伸、山野　武彦 / ８月２２日（土）地区委員長会議　笹島　良雄

（敬称略）

次回の例会� 9月3日（木）

皆さん　こんにちは。貴重な例会の時間をお借りしてＩＭのＰＲに参りました。１０月３日（土）村上ガバナーをお
招きして９クラブが一堂に集うＩＭでございます。ＩＭのテーマが「縁づくり」となっております。高野山の普賢院
の住職　森　寛勝さんに基調講演をしていただきます。何卒、皆様のご協力の程、お願いいたします。本日
はありがとうございました。

ＩＭのご紹介 和歌山ロータリークラブ　和中　美喜夫様、木谷　総一様、梶本　隆治様

和歌山ロータリークラブ
  ２６４０地区 Ｉ.Ｍ.３組の大会、皆さんご協力

よろしくお願いします。
中村　靖男さん  家内の誕生日に素敵な花束を頂きありがと

うございました。
野井　　晋さん 豊澤さん宜しく御願い致します。
島　　公造さん  豊澤様、本日の卓話有難うございます。楽

しみにしています。
岡野　年秀さん  新入会員歓迎会には多数の参加有難うご

ざいます。
山本　進三さん  １１月にはお月見例会を企画します。ご参加

よろしくお願い致します。
笹島　良雄さん 豊澤委員長さん、本日卓話感謝します。
宮本　和佳さん 皆様に大変ご迷惑をお掛けしています。
加藤　裕司さん  長い間、大変お世話になりました。クラブ

の皆様のご協力、ご支援がこの様な結果に
なり、大変申し訳ない気持ちであります。

  １０月３１日までは営業を続けますので、それ
までは宜しくお願いいたします。

乾　　敦雄さん  先日の新入会員歓迎会ありがとうございま
した。

谷口　文利さん  豊澤様、本日は忙しい中ありがとうござい
ます。

野上　泰造さん 豊澤さん、よろしくお願いします。
 和歌山Ｒ.Ｃ.の皆様ようこそ。
瀧川　嘉彦さん  先日の乾さん、藤井さんの歓迎会に遅れま

して申し訳ありません。
 今後共よろしくお願いします。
      ？  乾、藤井両会員の入会歓迎会お世話にな

りました。
  ２人には関係ないですが誰の紹介、誰が

教育したか名前が出ないよう今後ともよろ
しく。

  ハードなセレモニーでしたが、ロータリーを
楽しんでください。

阪神タイガース応援団一同
 クライマックスに向けてガンバレ！！

にこにこ箱� ありがとうございました

 本日の累計  ７２，６００円（計１２名　１５件）（お誕生日お祝い  ４０，０００円　皆出席  ５，０００円　その他  ５８０，２７２円）  累計額  ６２５，２７２円 
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クラブ拡大について

クラブフォーラム

2640地区クラブ拡大委員会委員長（和歌山中Ｒ.Ｃ.）　豊澤　洋太朗さん

会員増強委員会　野井　晋�委員長

当地区の会員数は２００９-０６-３０現在２２３４名で、最大会員数は９８-９９年度の亀岡パストガバナー
の時で３９７４名でした。
〈増強・拡大の対象者〉
　①従来の職業人

　②地域社会のリーダーとして活躍している方

　③元職業人

　④財団奨学生・学友

〈和歌山東ロータリークラブの創立の流れ〉
１）シカゴロータリークラブ １９０５年  ２月２３日 第１回会合
２）東京ロータリークラブ １９２０年１０月２０日 創立（スポンサークラブ無）
３）大阪ロータリークラブ １９２２年１１月１７日 創立（スポンサークラブ無）
４）神戸ロータリークラブ １９２４年  ８月１３日 創立（スポンサー：大阪ロータリークラブ）
５）和歌山ロータリークラブ １９３７年  ４月２７日 創立（スポンサー：神戸ロータリークラブ）
６）和歌山東ロータリークラブ １９５９年  ２月２３日 創立（スポンサー：和歌山ロータリークラブ）
７）和歌山北ロータリークラブ １９７６年  ４月１７日 創立（スポンサー：和歌山東ロータリークラブ）
今期地区拡大委員会では勝野年度・村上年度・米田年度の３年間で地区委員１名でスポンサー無クラブを複数創立

することを目標に活動しております。
和歌山東ロータリークラブにも、拡大委員会の設置と調査研究を開始して頂くよう、ご協力をお願いいたします。

卓　話

２６４０地区クラブ社会奉仕委員長会議報告
　（２００９年８月２２日（土）於田辺職業訓練センター）�笹島　良雄　　

１．活動計画　　　　　谷脇　良樹 委員長
①　識字率向上運動への取り組みを進める。　②　エイズ問題について、各クラブ推進して欲しい。
③　各クラブに卓話、情報の提供を行い度い。

２．環境保全　　　　　笹島アドバイザー
①　高野山の「ロータリー１００年の森林（もり）」については引き続き注力してゆく。
②　高野山Ｒ.Ｃ.の草刈り等の御協力に感謝する。

３．防災対策〈ＩＭ別にグループ討論会を行った〉
卓話等、あらゆる角度より検討を願い出来る事を実施して欲しい。

４．各クラブの特色ある活動の発表
御坊東Ｒ.Ｃ.、高野山Ｒ.Ｃ.、堺泉ケ丘Ｒ.Ｃ.、堺おおいずみＲ.Ｃ.、新宮Ｒ.Ｃ.、和歌山Ｒ.Ｃ. 以上のクラブが発表。

５．クラブ奉仕活動のアンケートに対して御礼　　　　谷脇 委員長

第５回理事・役員会議事録
８月２０日（木）１３：４０～　ルミエール華月殿４Ｆ花水木の間　　

議　題

１．例会場移転について
Ｉ.Ｄ.Ｍ. での討論、試食会、経費比較等を通じて今期中に結論を出す。

２．会員増強委員会の提案について
新会員には紹介者と別にインストラクターシステムを設置したい。
紹介者と相談し乍ら、ケース・バイ・ケースで対処してゆく。

３．スナーダイクマエ孤児院訪問について
２００９年１１月２５日（水）～２９日（日）の予定で実施する。
１１月２６日（木）の当クラブ例会は、休会とする。

４．こばと学園バザー用品提供募集について
９月１２日（土）１７：３０分～開催されるので、バザー用品の寄付募集決定。

５．松本空港Ｒ.Ｃ.との合同例会〈高野山〉のお土産について
紀州南高梅、甘口はちみつ梅干に決定。

６．天皇陛下御即位２０年の役員就任依頼について
天皇陛下御即位２０年奉祝和歌山実行委員会（会長　島　正博）より「顧問」就任の依頼あり。
谷口文利会長に決定。協賛１万円。

７．ガバナー補佐小門蔦子さんのクラブ協議会訪問日につて
９月１７日（木）に決定。各委員長さん要出席。

８．静岡県地震、兵庫県水害の義援金募集について
２６４０地区より、義援金の依頼あり、応募決定。
会員１人当たり５００円、合計２６，５００円〈積立金より〉

９．財団国際親善奨学生ホストの依頼について
２６４０地区より台湾からのリン・コクホウさん（３３才）のホストの依頼あり。
（細部後日）　財団委員長と相談し、決定する。

１０．奉仕活動写真展について
「マリーナシティ・和歌山館１Ｆロビーにて１０月５日～１９日、２６４０地区
雑誌・広報委員会主催で実施、出展問い合わせあり。
３～４点当クラブも出展決定。

クラブフォーラム担当の会員増強委員長　野井　晋です。８月は会員増強及び拡大月間です。私、

恥ずかしいことに「拡大」を我がクラブの拡大とばかり考えていました。７月２５日に行われたＲＩ第

２６４０地区２００９-１０年度クラブ会員増強（退会防止）・拡大委員長会議に出席し、遠くにあった記憶

が蘇り、再認識致しました。

会員増強するだけでも大変な時期なのに、クラブ数を増やすことなど論外だと思っている私にとってまさに青天の霹

靂でした。拡大の担当を引き受けられた方は本日お見え下さっている豊澤洋太朗地区クラブ拡大委員長でした。

本来ならば今日のクラブフォーラムはクラブ会員増強・拡大委員長会議報告をすべきでしたが、会長にご指示を得

たうえで敢えて豊澤さんにお願いいたしました。

皆さんの中にはご承知されている方もおられると思いますが、我がクラブの国際奉仕委員長が「識字率向上」を旗

印に「スナーダイクマエ孤児院」の支援活動を地区に申請し、地区単独のＷＣＳに採用されました。

その時期、地区の国際奉仕のご担当だった方が豊澤さんです。ＲＩのＷＣＳを成立さすための諸条件が整わず、苦労

は並大抵のものではなかったのです。ＷＣＳをＲＩから地区へと善導されたその手腕はたいしたものです。

「スナーダイクマエ孤児院」支援活動の原点でアドバイスを頂き、２００３-０４年度に採用していただけたのは豊澤さ

んのお陰です。会員一同に代わり此処で厚くお礼申し上げます。


