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ク�ラ�ブ 日　　時 内　　容
和歌山城南Ｒ．Ｃ 7月  ９日（木） 会長基本方針
和歌山南Ｒ．Ｃ． 7月10日（金） 委員会事業活動計画発表
和歌山中Ｒ．Ｃ． 7月10日（金） 第１回クラブ協議会「神谷ガバナー補佐をお迎えして」
和歌山北Ｒ．Ｃ． 7月13日（月） 臨時総会
和歌山アゼリアＲ．Ｃ． 7月13日（月） 各理事所信表明
和歌山Ｒ．Ｃ． 7月14日（火） ２００９－２０１０年度担当理事・各委員会発表
和歌山西Ｒ．Ｃ． 7月15日（水） 活動方針・事業計画Ⅱ
和歌山東南Ｒ．Ｃ． 7月15日（水） 活動計画発表Ⅱ

●初例会

●ロータリーソング� 村田　昌之 ソング副委員長
「奉仕の理想」

●ビジター紹介� 山本　進三 親睦委員長
和歌山Ｒ．Ｃ．　脇坂　三蔵さん、宮本　俊明さん

●出席報告� 岸裏　廣澄 出席委員長
会員数５４名（内出席規定適用免除会員８名）
７月２日（本　日） ４０名 ８６．７％
６月１８日（メーキャップ後） ４２名 ９３．３％

本日の例会� ７月9日（木）

次回の例会� ７月16日（木）

●�臨時総会
「２００８－２００９年度決算報告」
「２００９－２０１０年度予算案審議」

●ピアノ演奏� 中井　利枝さん
想い出のグリーングラス（Ｃ．Ｐｕｔｍａｎ）
夜霧のしのび逢い（Ｖａｎ  Ｗｅｔｔｅｒ）

●クラブフォーラム「地区協議会の報告」

皆さんこんにちは、ビジターでお見えの和歌山ＲＣの会長脇坂さん、幹事の宮井さんようこそお出で頂
きました。
本年度会長を務めさせて頂く事になりました谷口文利です。会長の器でない事は充分承知していま

す。皆様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、全力で務めさせて頂きますので、どうか宜しくご指導ご
鞭撻をお願い申しあげます。

本日は新しい会員をお迎えすることが出来ました。日興コーディアル証券の支店長藤井義宣さんご入会おめでとう御
座います。私たちにとって新会員をお迎えするのは大変うれしい事です。ご紹介されました楠本さん、西本さん本当に
有難うございました。
後ほど会長就任のご挨拶をさせて頂きますが、クラブテーマを「チャレンジ・・・輝く未来に！」とさせて頂きました。
会員の皆様には、この一年ロータリー活動を楽しく悠々と又有意義にお過ごし頂きたく思います。詳しいご挨拶は後ほ
ど申し上げます。

会 長 報 告 谷口　文利�会長

一年間よろしくお願いいたします。

・ガバナーエレクト事務所開設のご案内　（堺市三国ヶ丘）
・和歌山南ロータリークラブ　事務所移転のご案内　（現ガバナー事務所と同じビル内）
・和歌山城南ロータリークラブ　事務所移転のご案内　（現ガバナー事務所と同じビル内）
・次週例会　臨時総会のお知らせ

今期から皆様に週報を２部ずつ配布いたします。東ロータリーに入会する見通しのある方に当クラブの活動を紹介し
てください。
どうぞ有効にご利用いただきたいと思います。

日興コーディアル証券  和歌山支店の藤井でございます。この度は由
緒ある和歌山東ロータリークラブにご入会を認めていただきましてありが
とうございます。私は和歌山には縁が深くて、神戸生まれですが私の母
親が和歌山の御坊出身、父方母方両方のおばあさんも御坊出身というこ
とで３/４の血が和歌山でございます。偶然だと思いますが、日興コーディ
アル証券、和歌山支店長の学歴が私で５代連続、同志社大学でございま
す。また、私の生年月日が昭和３４年１月２４日ですが、こちらの和歌山東
ロータリークラブの創立が昭和３４年２月２３日ということで、私の生まれた
１ヵ月後に創立されたと聞いております。私の年齢も５０歳、クラブも５０歳、
本当に縁というものを深く深く感じております。今後、ロータリー活動を一
生懸命やって行きたいと思います。宜しくお願い申し上げます。

幹 事 報 告

新入会員ご紹介

野上　泰造�幹事

藤井　義宣さん　日興コーディアル証券株式会社和歌山支店　支店長　職業分類　証券業

メーキャップ情況

６月３０日（火）　和歌山Ｒ.Ｃ.　眞野　賢司

（敬称略）

和歌山ロータリークラブ　会長　脇坂三蔵さん　幹事　宮井俊明さん
  初例会おめでとうございます。Ｉ.Ｍ. 第３組、１０月３日

には参加よろしく。
三毛理一朗さん  谷口内閣栄光の門出を心からお慶び申し上げます。
  理事役員皆様ご苦労ですがよろしくお願い申し上げます。
楠本　章さん 新内閣のスタートと藤井義宣さんお入会を祝して。
山東　勝彦さん  谷口会長はじめ理事、役員の皆様がんばってください。
内畑　瑛造さん  谷口会長の船出、理事役員の皆様一年間頑張って下

さい。
野井　　晋さん  谷口会長はじめ役員の皆様今期一年宜しく御指導下

さい。
嶋　　忠弘さん  青少年交換でイギリスへ１年間留学させて頂いた次

女がこの度上智大学の准教授になりました。（英文学
担当）

前田　成蔵さん  今年度会長、幹事さん、理事役員の皆さん１年間クラ
ブ運営よろしくお願いします。

村田　昌之さん  瀧川ＳＡＡにエールを！！
寺下　浩彰さん  谷口会長はじめ役員の皆様一年間宜しくお願いします。
玉置　博康さん  県高野連抽選会の分として。
黒田　純一さん  谷口丸の門出を祝して。
真野　賢司さん  谷口丸の晴れの船出を祝して。
名手　　功さん  谷口丸の船出を祝して。
八幡　建二さん  谷口会長さんがんばって下さい。
中江　遵義さん  谷口会長さん役員の皆さんご苦労様です。よろしくお

願いします。
島　　公造さん  新年度スタート今期副会長仰せつかりました。よろし

くお願い致します。
島　　公造さん  前年度皆出席賞を頂きました。
田原　久一さん  今年は国際奉仕です。よろしくお願いします。
古屋　光英さん  一年間よろしく。
松田　洪毅さん  谷口会長、新役員の皆様１年間よろしくお願いします。

頑張って下さい！
岡野　年秀さん  谷口会長一年間ご苦労ですがよろしくお願いします。

中山　恒夫さん  谷口会長、野上幹事殿１年間頑張って下さい。
山本　進三さん  今日から親睦委員長です。皆様のご協力よろしくお願

い申し上げます。
笹島　良雄さん  谷口、野上さん、新コンビでクラブに新しい風を吹き

込んで下さい。
堀岡　忠男さん  谷口新会長今期１年間宜しく御願致します。
山野　武彦さん  谷口会長様始め各役員の皆様方一年間御元気で活

躍されます事を祈念致します。
岸裏　廣澄さん  谷口会長はじめ役員の皆様１年間よろしくお願いします。
亀田　直紀さん  新年度の門出を祝して。
角谷　芳伸さん  谷口会長はじめ役員の皆様よろしくお願いします。
 瀧川ＳＡＡデビューおめでとうございます。
加藤　裕司さん  谷口新会長及び理事役員の皆様今年１年宜しくお願

いいたします。
樫畑　友洋さん  瀧川さん、ＳＡＡがんばって下さいね！！
吉田　篤生さん  谷口会長、１年間がんばって下さい。
上中　崇司さん  谷口会長はじめ役員の皆様よろしくお願いします。
赤井　雅哉さん  瀧川君、新ＳＡＡがんばって下さい。
赤井　雅哉さん  先日のゴルフコンペ楽しかったです。バーベキューの

キュウリ美しかったです。
乾　　敦雄さん  谷口会長１年間よろしくお願いします。
藤井　義宣さん  今後共よろしくお願い申し上げます。
阪神タイガース応援団一同
 今年度も、当クラブのため応援よろしくお願いします。
谷口　文利さん  今期一年宜しくお願いします。任期いっぱい全力で

務めますので、麻生おろしならぬ谷口おろしだけはな
いようにお願いします。

谷口　文利さん  藤井さんご入会おめでとうございます。
野上　泰造さん   １年間よろしくお願いします。
  藤井義宣さん、ようこそ我がクラブへ！
瀧川　嘉彦さん  今年度ＳＡＡを担当させていただきます。
 楽しい例会になる様にがんばります。

にこにこ箱� ありがとうございました

 本日の累計  １６３，５７４円（計４０名　４３件）（皆出席  ５，０００円　その他  １５８，５７４円）  累計額  １６３，５７４円 
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一年間よろしくお願いいたします。毎年恒例の「紀ノ川一斉清掃」に参加いたします。
７月２６日（日）午前８：００～　市民スポーツ広場集合

雨天中止の場合、毎年ラジオで案内させていただいておりましたが、今年はラジオ放送がありません。
詳しい連絡方法が決まっておりません。決まり次第連絡いたしますが、もし当日わからない方は会員名

簿にあります私の携帯までご連絡ください。
紀ノ川一斉清掃はメイクアップカードも発行されますので、皆さんふるってご参加ください。宜しくお願いいたします。

社会奉仕委員会 吉田　篤生�委員長

委 員 会 報 告

ご挨拶と所信表明は、本日お配りした週報に掲載させて頂いてますので、出来るだけ重複しないように云い足り
ない事について補完的にお話させて頂きます。どうか週報をご覧頂きながらお聞きください。

本年度、ＲＩ会長は、スコットランドのジョン・ケニー氏です。経歴は、大学の法学部長、裁判官、公証人です。

2640地区ガバナーは、田辺ロータリークラブ会員の村上有司氏です。職業は弁護士です。
ＲＩのテーマは、「ロータリーの未来はあなたの手の中に」ですが、村上ガバナーは、RI会長のこのテーマに対
する説明を要約し、「ロータリーはクラブが中心で、全てはクラブから始まる。」、「未来のロータリークラブをつくり
出すのは、ロータリー本部のあるエバンストンではなく、各ロータリークラブである。」と、又「ロータリーの世界では、
各クラブが最高・最終の権限者であり、誰からの支配も受けない。逆説的に云えば、各クラブは、自主的・自発
的に活性化し、ロータリーの組織を支える義務を負っている。」「各クラブが、活力をもって生き生きと行動するに
は、常に会員間で話し合って、日々変化と発展の努力が必要である。」「時代も進み人の考え方も変化しつつある
から、懐古趣味に浸り古いことだけを繰り返せば良い訳ではなく、時代にマッチした新鮮な施策やアイデアを打ち
出す必要がある。」「変革と進歩は、組織を維持していく上で不可欠なことです。」ポール・ハリスは「昨日より今日、
今日より明日、変わらなければならない」と語っていたと云われ、村上ガバナーは地区のテーマを「歴史に学び、
変革と進歩」とされました。そして、地区キーワードとして「縁づくり」を提唱されました。
このＲＩ、地区のテーマ、キーワードを受け、今年度の和歌山東ロータリークラブの活動テーマを「チャレンジ・・・
輝く未来に！」とさせて頂きました。
実はこのテーマは私のオリジナルではなく盗用です。
「チャレンジ」という言葉は、以前クラブフォーラムで、増強に関するビデオを鑑賞し、その中に名古屋ロータ

リークラブの増強の活動報告があり、私はその活動に強い衝撃を受けました。そのクラブは活動テーマを「チャ
レンジ１００」とし、会員を３年間で５割増しの１００人にしようとの目標を立て、その当時の会長は「任期中会員増
強以外やらない」と宣言、そして任期中の一年で２８人の方が入会し、目標を１年間で粗達成されました。それで、
「チャレンジ１００」のチャレンジという言葉に強い増強の意志を感じ拝借しました。
次に「輝く未来に！」でございますが、第２回のＰＥＴＳで亀岡パストガバナーのお話で「会員増強は、未来を

託す人材を得るための最大の奉仕。どんな組織でも会員減少は死活問題。会員が多くなれば互いに触れ合う摩
擦熱で、組織は活力や魅力を増し、新たな人材を呼び寄せる。そして財政基盤も確立し、充実した活動が可能
になる。と話され、その資料のタイトルが「会員基盤の強化でロータリーの未来に輝きを！」となっていまして、
そのタイトルの「未来に輝きを！」の部分を頂戴し、前後を並び替え、先ほどのチャレンジとあわせて「チャレンジ・・・
輝く未来に！」と致しました。

会長就任挨拶

そして、チャレンジの課題とし、
チャレンジ1は、「会員増強のため、全会員が立ち上がろう。」
チャレンジ２は、「クラブ行事に積極的に参加しよう。」としました。

チャレンジ1の「会員増強のため、全会員が立ち上がろう。」ですが、
名古屋のクラブのように、短期間での達成は考えていません。５年、１０年先の達成を目指し、全会員の総力で

より多くの増強の種子を蒔き（入会を呼びかける声かけ運動）、より多くの開花を楽しもうとの思いです。多分、他
のクラブも今期増強に重点を置くと思いますが、これは決してノルマではなく、今期一年を掛けてゆっくり楽しみな
がら悠々と「増強の種蒔き」をやって頂きたく思います。実のところ、この「増強の種蒔き」が必要と考えたの
は内畑会員の紹介で入会された赤井会員の入会の経緯からです。ご存知のように内畑会員の紹介で毎年１人は
入会されてます。内畑会員にその秘訣をお聞きしました処、ロータリアンに相応しいと思った方には片っ端から入
会を勧められているとの事です。赤井さんは、最初声を掛けられた時は入会の気持ちは無かったようですが、そ
の後、事情により社長に就任され、広く世間との交わりの必要性を感じ、以前内畑さんより声を掛けられていたロー
タリークラブの事を思い出し入会されたようです。このことから、より多く「声を掛ける」というのは増強に欠かせ
ない要素である事を痛切に感じました。増強委員会の皆様、会員の皆様どうか宜しくお願い致します。
それから、今まで女性会員については、入会を避けるような傾向がありましたが、女性には女性特有の計画性、
行動性、きめ細かさがあり、より一層の増強を考えるならば、女性会員の入会を前向きに検討する時期かなと思い
ます。女性会員は日本では約４％、世界では約１５％の方が会員になっています。なお、来期のガバナーは女性で、
堺フェニックスＲＣの米田眞理子さんです。

チャレンジ2は、「クラブ行事に積極的に参加しよう。」ですが、
今までより一回だけでも多くクラブ行事に参加する事にチャレンジして頂き、会員間での「縁」をつくり、先輩
会員からはクラブの伝統と歴史を学び、その精神を重んじつつ革新と進歩を模索して頂きたい。
又４０代前後の会員でサークルをつくり、お互い情報交換触発等して頂きたい。それがクラブ内から地区内まで

拡大する事を目指したい。このサークルは中身は違いますが、和歌山県内の女性ロータリアンの集まりで「紀女会」
がありますが、組織としては、それに似たものと考えます。

それから、対外奉仕については、継続する事が奉仕を実らせる事であり、継続、拡大を進めて参りたい。今期
はカンボジアのスナーダイクマエ孤児院の訪問を国際奉仕委員会で計画して頂きたいと思ってます。

対内奉仕については、多くの会員に参加して頂きたい。特に若い会員の方が全員参加出来るような配慮をして
行きたい。
そして、「輝く未来」の為に、楽しい友好的な和歌山東ロータリークラブとして、
①会員家族を含め、より一層の親睦を深める。
②会員相互の理解、信頼を深める。
③例会を楽しく又大切にして行きたい。

と望んでます。
以上宜しくご理解ご協力をお願い申し上げます。

ここで、今年度の理事役員の方をご紹介させて頂きます。

副会長（クラブ奉仕委員長） 島　　公造さん
次期会長・幹事 野上　泰造さん
理事（社会奉仕委員長） 吉田　篤生さん
理事（職業奉仕委員長） 田中　完兒さん
理事（国際奉仕委員長） 田原　久一さん
理事（ロータリー情報規定委員長） 岡野　年秀さん
理事（親睦・ファミリー委員長） 山本　進三さん
会計 笹島　良雄さん
副幹事（青少年・高齢者委員長） 古屋　光英さん
SAA 瀧川　嘉彦さん
副SAA 赤井　雅哉さん

今期理事役員紹介

“乾杯” ２６４０地区より委嘱状授与
社会奉仕委員会アドバイザー　笹島良雄さん
財団奨学金小委員会委員　　　樫畑友洋さん

会長・幹事引き継ぎ　　バッジ交換


