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内畑　瑛造さん 地区協議会欠席のため松田さんに代理出席して頂きました。
岸裏　廣澄さん クラブフォーラム担当の皆様ご苦労様です。
樫畑　友洋さん いよいよ夏本番ですね。暑中お見舞い申し上げます。
後　　　亮さん  ご無沙汰しています。忙し過ぎます…。今年の１２月から、弁護士３名態勢になる予定ですが、
 １２月まで、期間が長過ぎます。
島　　公造さん 本日、紀三井寺球場へ玉置さんの激励に行って来ました。
島　　公造さん 家内にきれいな花をありがとうございました。
山本　進三さん 本日のクラブフォーラム、３ヶ月以上前の話ですが、よろしくお願いします。
乾　　敦雄さん 本日もよろしくお願いします。
阪神タイガース応援団一同

〔お誕生日お祝い〕
黒田　純一さん　お誕生日祝いをいただいて。
松田　弘治さん　  喜べる年令でしょうか？　お祝いしていただけるのはロータリーだけです。
 ありがとうございます。

出 席 報 告 会員数 ４４名（内出席規定適用免除会員１６名） 　山東　勝彦 出席委員長
皆さん、出席してください。

7月19日（本　日） 32名 88.9％ 7月5日（メーキャップ後） 33名 89.2％ 欠席者４名

本日の累計  43,000円（計9名　11件）〔お誕生日お祝い　25,000円　  皆出席表彰　10,000円　  その他　275,500円　　累計額　310,500円〕

ありがとうございました

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  島　公造 会長　　会長報告
　皆さん今日は。梅雨が上がり一気に夏になりました。私は忙しい日々を送っています。去年の
大地震・大津波・原子力発電所の爆発「想定外」と言う言葉が頻繁に飛んでいますが、先週の大
分、熊本の豪雨これも凄いことでやっぱり「想定外」です。一日の総雨量５００ミリ・ちなみに日
本の梅雨時季での総雨量だいたい２５０ミリ位らしいので、いかに沢山降ったか分かると思います。
被害者は東北の震災被害者と同じです。会長職を仰せつかっている今、すぐよぎったのは不謹慎

か分からないが「義援金いるのかな」でした。この調子だと日本国中、我々の町も想定外がきても仕方がないと
感じている次第です。
　それと今期初のＩＤＭ、皆さんこぞって楽しいＩＤＭにしていただきたいと思います。以上です。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  山本　進三 幹事　　幹事報告
　当クラブのポケット版会員名簿作成に当たり、記載内容確認のお願いです。
　変更あり、なしにかかわらず、名前をご記入のうえ事務局までＦＡＸまたはご提出下さい。
　下記の広報誌・案内が届いておりますので回覧します。
　　・一般財団法人比国育英会パギオ基金より、パギオだより２０１２年７月号 Ｖｏｌ.３１
　　・和歌山北ロータリークラブ週報
　　・垂水の集い事務局より、独立総合研究所青山繁晴氏講演会のご案内

お 誕 生 日 お 祝 い
黒田　純一会員  今年６４歳になりました。もう少し人の

役に立てるように頑張ります。

松田　弘治会員  今年５８歳になります。和歌山にどれ
だけ居られるか分りませんが、ロータ
リーに貢献していきたいと思います。

　①新地区補助金、②グローバル補助金の２つに分けることになります。
　①地区補助金は、これまでの高齢者や障がい者を人道的支援プロジェクトのほかに、少年スポーツ大会や絵画展など
の教育的プロジェクトも使用できるようにします。また、ロータリーのない国、地域にも使用が可能になり、使途の制
約がほとんどなくなります。もう一方の②グローバル補助金は、６つの重点分野に限定し使用することになります。６
つの重点項目とは、平和と紛争予防、疾病予防や治療、水と衛生設備、母子の健康、基本的教育の向上、経済と地域社
会の発展です。

■---米山記念奨学委員会　内畑　瑛造 委員長（代理　松田　弘治 会員）---------------------------------------------------------
　委員長より活動基本方針・計画を受けた後、小委員会からも同様の説明を受けた。
　選考小委員会…本年度は指定校１３校より８００名を選出する。該当者の経済的な審査は行わない。
　寄付増進小委員会…年間寄付金６，０００円であるが、２万円を目標にしている。
　（当ロータリーは対応済み）

●卓話「老化について」
当クラブ名誉会員　駒井　則彦さん

●ピアノ演奏� 中井　利枝さん
ＭＯＯＮＬＩＧＨＴ  ＢＥＣＯＭＥＳ  ＹＯＵ（Ｊ．Ｖ．Ｈｅｕｓｅｎ）
ＭＹ  ＯＬＤ  ＦＬＡＭＥ（Ａ．Ｊｏｈｎｓｔｏｎ ＆ Ｓ．Ｃｏｓｌｏｗ）

７月１４日（土）　地区委員会  松田　洪毅　　　　　　
７月１８日（水）　和歌山西Ｒ．Ｃ．� 松田　弘治　　　　　　
７月２０日（金）　和歌山南Ｒ．Ｃ．� 山東　勝彦　　　　　　

●卓話
 ガバナー補佐（岸和田東Ｒ．Ｃ．）　雪本　孝治さん

●クラブフォーラム「地区協議会の報告」

●ロータリーソング� 山東　勝彦 ソング委員長
「和歌山東ロータリーの歌」

本日の例会 7月26日（木）

メイキャップ情報  （敬称略）
次回の例会 8月2日（木）

前回の例会 7月19日（木）

ニ ニコ箱コ

おめでとうございます！

紀の川一斉清掃 −−−−−−−  社会奉仕・環境資源委員会　吉田　篤生 委員長　　

　７月２２日、毎年恒例の紀の川河川敷清掃に参加してきました。
前日、就寝前に雨が降っていた時はハラハラしましたが、朝起きる
と快晴で無事河川敷の清掃を行うことが出来ました。
　当日は１４名のメンバーに加え、ご家族も大勢来て頂きまして総勢
２３名での清掃活動となりました。
　朝早いうちから集まっていただき、皆さんどうもありがとうござ
いました。最近はゴミも減り清掃は楽になってきましたが、この良
い状態が継続していけるよう来年も今年以上の参加よろしくお願い
いたします。

せせらぎに、
ぼくも魚も、
すきとおる

当日の参加者（メンバー１４名＋家族９名　計２３名）

赤井　雅哉、乾　敦雄＆理代　侑樹　佳織、後　　亮、樫畑　友洋、
角谷　芳伸、亀田　直紀、笹島　良雄＆錦子、島　　公造、
瀧川　嘉彦＆愛日里　結喜　晶衣、田原　久一、谷口　文利、八幡　建二、
山本　進三、吉田　篤生＆悠馬、愛（敬称略）
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3. 好意と友情を深めるか

■---会長部門　島　公造 会長------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
　まず私達のクラブは十一名全員出席、あたりまえの事の様ですが、これだけの役員の人達がそろうのはすごい、これ
が「我が伝統ある和歌山東クラブ」だと感じました。
協議会の内容
＊ まず全体会議では今期のガバナー初め、ガバナー補佐の紹介挨拶。ちなみに私達ＩＭ３組にはガバナー補佐は有りま
せん、持ち回りで、どなたかが補佐をしてくださるとの事でした。

＊ 日本人で三人目のＲＩ会長田中作治氏の抱負。「奉仕を通じて平和を」の説明。
＊ 本年度地区行事の予定。又部門別では地区代表幹事上田俊夫さんの話と北中ガバナーの長い話でしたが、ほとんどが
地区での二年間の話でした。とにかく「心機一転・新たな気持ちでスタートしましょう」とのお話でした。

■---幹事部門　山本　進三 幹事--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
　２６４０地区　２０１２－２０１３年度地区協議会　幹事部門協議会では、主にクラブ運営の心得についてお話がありました。
　特にクラブをまとめるため、役員の協力が不可欠であること、またクラブの運営に関する資料を充実させ、大ざっぱ
な運営ではなく、メリハリを付けた運営を心がけることなど、当たり前のことであるが欠かせない事柄についてご指導
を受けました。ありがとうございました。

■---ロータリー情報・規定委員会　谷口　文利 副委員長----------------------------------------------------------------------------------
　ただいま、定款・細則の作成に取り組んでおります。

■---社会奉仕委員会　吉田　篤生 委員長-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
【活動基本方針】
　社会奉仕活動は、その地域に於いて各クラブが主体で行われるべきであり、地区委員会は、各クラブが取り組む活動
を尊重し必要に応じあらゆる支援をおこなう。
　活動に役立てて頂けるよう、地区の持つ様々な情報を提供する。
　ＲＩ長期計画や地区ガバナーの方針に基づく活動を、推奨する。
【活動計画】
　各クラブ社会奉仕委員会の支援。
　　•奉仕活動の応援。•卓話講師の派遣。•情報提供。推奨プログラムの紹介。•各クラブ独自の活動。
　　•識字率向上運動。•献血活動推進。•ストップ・エイズ運動。•薬物乱用防止運動。•その他。
　　　「ロータリー１００年の森林」への取り組み。・償還期限に向けて、対応を検討。

■---地区社会奉仕委員会　笹島　良雄 顧問--------------------------------------------------------------------------------------------------------
１．地区協議会での部門別協議会の問題点
　　 　規定時間は７０分の中でカウンセラーを含めて各部門説明者８名、充分なる説明等は不可能で、各クラブの出席者

にとっては理解出来ぬ会であった。
２．Ｂｒｉｄａｌ支援委員会について
　　 　地区組織として新設され、社会奉仕委員会のラインに入っているが、実際の活動は意味不明瞭であり、クラブの

規則にも設けない。出来るだけの心がける程度とする。
３．「ロータリー１００年の森林」の継続について
　　 　調定期限が迫って居り、一部中止の意見もあり驚いている。設立の意義やいきさつを勘案し、なんとしてでも継

続の努力をする。
４． ２６４０地区クラブ社会奉仕委員長会議の開催
　　 　地区協議会の討議不充分を補う意味を含めて、８月１９日（日）於ルミエール華月殿で開催します。当クラブでも何

かと御助力をお願いします。２６４０地区全般の雪解けの為にも、今回和歌山で開く事は意味があります。

■---会員増強委員会　瀧川　嘉彦 委員長-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
　２０１１－２０１２年度は当地区では３９名の純増となりました。２０１２－２０１３年度においてはＲ.Ｉ.では毎年３％の会員純増
という方針が打ち出されました。今年度の活動計画は次のようになっています。
【活動計画】
　•  Ｒ.Ｉ.会長賞に「会員２名の純増」が掲げられております。これを目標として１１－１２年度に引き続き各クラブ１～２
名の純増を達成して頂くようお願いします。

　• 女性並びに若い世代に門戸を開き、ロータリーに新しい風を。
　• 定年後ボランティア活動をされている方をロータリークラブへ勧誘。
　• 昨年度の入会者から新たな入会者を紹介して頂く。
　• 将来を見据え、新世代奉仕に繋がるよう、学校関係者を勧誘。

■---雑誌委員会　角谷　芳伸 委員長-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【活動基本方針】
　より一層地区内クラブ活動の雑誌広報委員会の活性化をサポート。
【活動計画】
　①地区情報の活性化。
　② 広報　マスメディアとの連携。依頼と懇談会や委員長会議を開催し、地区内での各奉仕プログラムのＰＲや記念行事
などの広報案内。

　③Ｒ．Ｉ．広報補助とロータリーの記念日。２月２３日の創立記念日に広報活動を行う。
　④ソーシャルネットワークのロータリアン親睦グループ。新しい取組としてＳＮＳやＦａｃｅｂｏｏｋページの活用の検討。

■---職業奉仕委員会　亀田　直紀 委員長-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
　奉仕部門総合での説明だったので、個別委員会の持ち時間が非常に短く、詳しい説明を聞くことが出来なかったが、
当日、配布された資料を通読すると、ガバナーの職業奉仕に関する考え方が、良く理解できた。そこには、以前、私が
職業奉仕委員長を担当した節に、クラブフォーラムで発表した内容とほぼ同じ事が書かれており、自分の方向性に間違
いはないとの自信を深め、会場を離れた。

■---新世代委員会　赤井　雅哉 委員長---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
　新世代委員会としては、インターアクト、ローターアクト、青少年交換、青少年・ライラとして話がありましたが、
特に中心は青少年交換と青少年・ライラとなっていました。
〈青少年交換委員会〉
【活動基本方針】
　青少年交換は、高校生に、長期交換では１年間の留学の機会を与えます。短期交換では、数週間の外国訪問の機会を
与えます。
【活動計画】
　２０１２－２０１３年度は、８名の交換を行います。
〈青少年・ライラ委員会〉
【活動基本方針】
　① ＲＩテーマ「奉仕を通じて平和を」に基づき、新世代（１２歳～３０歳）の青少年に、平和フォーラム等を通じて日常

生活の中で「平和」を基礎として、奉仕活動を推進して行く。
　② 新世代プログラム間での地区各委員会の情報交換を推進して行く。（ＩＡＣ・ＲＡＣ・青少年交換・ライラ）
　③ 青少年に関わる地区各委員会の情報交換を推進して行く。（米山奨学生・財団学友会・ＲＣＣ・ＲＯＴＥＸ等）
　④地区青少年・ライラ委員会の更なる充実強化を推進して行く。
　⑤各クラブのロータリアンは常日頃、青少年とより深く関わりを持ち奉仕活動を推進して行く。
　⑥ 各クラブで地域社会に尽くしている青少年を地区・クラブのＨＰ等に掲載し、公に表彰する事を推進して行く。
　⑦  今までにライラ研修に参加された青少年とロータリアンが連携を取り、今後ライラ同窓会を提唱し、次世代ロータ

リアンとして人間的・社会的成長を支援し、指導者育成に寄与して行く。
【活動計画】
　① 地区青少年・ライラセミナーを１１月上旬ぐらいに２泊３日で行う予定。
　②テーマ「地域社会における平和と社会奉仕について」
　③対象は研修生（１４歳～３０歳）約１００名及びロータリアン約１００名。

■---国際奉仕委員会　松田　洪毅 委員長-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
　４月１５日に開かれました地区協議会は、北中ガバナーの初めての協議会でしたので、全体会議は７１５名の参加者の発
表が有りました。北中ガバナーの熱意が伝わる活気が感じられました。
　ＲＩに沿った地区方針が示されました。
　　①ポリオ・プラスへの更なる貢献事業を進める。
　　② 国際社会奉仕プロジェクト事業の推進として、姉妹クラブとのジョイント事業の推奨。これをするに当っての財

団資金として（新・地区補助金、グローバル補助金、パッケージグランド）を使用しての事業の推奨
　　③海外への本の寄贈、日本の紹介
　　④ロータリーの友情交換事業
　　⑤国際大会への参加要請２０１３年６月２３日～２６日ポルトガル・リスボン

■---ロータリー財団委員会　野田　真司 副委員長---------------------------------------------------------------------------------------------
　ロータリー財団については、主に変更点をお伝えさせていただきます。
　未来の夢計画が地域社会のニーズ、途上国を中心とした世界のニーズにも対応できるように、財団の地区活動資金を、

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−地区協議会の報告


