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国際ロータリー第2640地区　和歌山東ロータリークラブ　創立／1959年2月23日

例会日
木曜日  12時30分

2023年3月2日（木）

週報 / VOL.64 No.25
（通巻2991）

　皆さんこんばんは、和歌山東ロータリークラブ創立記念例会にご出席ありがとうございます。

和歌山東ロータリークラブは、1959年2月23日に創立いたしました。長きにわたり伝統ある和歌

山東ロータリークラブの発展の為にご尽力された先輩諸兄に今一度、衷心より敬意と感謝を申し

上げます。

　1959年には、南極で「タロ」と「ジロ」が生存、現上皇陛下・上皇后陛下のご成婚、伊勢湾

台風などがありました。和歌山県では小野真次知事、和歌山市では高垣善一市長の時代になります。当時、紀勢

本線の和歌山市から亀山の全区間が開通しました。また和歌山城にある二代目伏虎像も建立されました。

　それから和歌山東ロータリークラブは奉仕の理念のもと64年間活動してまいりました。次年度は、創立65周

年になりますので会員皆さんで当クラブをさらに盛り上げて行きましょう。

　後ほど、クラブ戦略計画委員会の樫畑委員長からこれから70周年へ向けて和歌山東ロータリークラブにとって

大切な指針となる報告があります。

　最後に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、会長報告とさせていただきます。

会 長 報 告� 乾　敦雄  会長

にこにこ箱にこにこ箱 ありがとうございましたありがとうございました

内畑　瑛造さん	 創立64周年記念例会で在籍50年の表

彰を頂き有難うございます。

内畑　瑛造さん	 創立64周年記念例会開催を祝して。

村田　昌之さん	 創立記念例会を祝す。

田原　久一さん	 祝　創立記念例会。

中山　恒夫さん	 創立記念例会を祝して。

山本　進三さん	 祝64周年!東ロータリーがますます発

展することを祈ります。

堀岡　忠男さん	 米寿の御祝有難うございます。これか

らも宜しく御願致します。

堀岡　忠男さん	 祝-創立64周年お目出とう御座居ます。

当クラブの益々の御発展お祈り致します。

山野　武彦さん	 創立64周年、誠に御目出とう御座居

ます。役員の皆様方大変御苦労様で

した。

	 長寿の皆様、益々の御活躍を祈念致し

ます。

瀧川　嘉彦さん	 創立記念例会を祝して。

樫畑　友洋さん	 祝　創立記念例会!クラブ戦略計画発

表します!

上中　崇司さん	 祝　創立記念!

赤井　雅哉さん	 創立記念例会を祝して。

赤井　雅哉さん	 家内にきれいな花をありがとうございます。

佐藤　義記さん	 祝　創立記念例会。

竹村　克治さん	 こんばんは。

木下　智仁さん	 夜間例会を祝して。

片岡　聖佳さん	 創立記念例会を祝して!

古屋　光英さん	 創立記念例会おめでとうございます。

三木　保典さん	 祝　創立記念。

西岡　　崇さん	 創立記念おめでとうございます!!

加納　研次さん	 祝、創立記念。

藤村　孝義さん	 祝　創立記念例会。

細川　竜二さん	 祝　創立記念。

山﨑　　肇さん	 創立記念例会開催おめでとうございます。

栗本　信行さん	 創立記念例会よろしく御願い致します。

角野　寛典さん	 祝　創立記念例会。

枡岡　一樹さん	 創立記念例会楽しみにしています。

島垣　利光さん	 創立64周年おめでとうございます。

山中　　斉さん	 本日の夜間例会、よろしくお願いいた

します。

八幡　浩充さん	 創立記念例会おめでとうございます。

田中　秀和さん	 創立記念例会開催おめでとうございます。

乾　　敦雄さん	 祝!創立記念例会!

奥村　申二さん	 祝、創立記念例会!

北浦　康臣さん	 妻にきれいなお花ありがとうございました。

北浦　康臣さん	 創立記念例会宜しくお願いします。

（お誕生日お祝い）

島　　公造さん	 78才になりました。あと10年がんばり

ます。

吉増　　亨さん	 ありがとうございます!

山﨑　　肇さん	 昨年の12月26日で51歳になりました。

身体に気を付けて、頑張って参ります。

山中　　斉さん	 ありがとうございます。

本日の累計…189,000円（計34名40件）　〔お誕生日お祝い…280,000円　奥様花お礼…100,000円　皆出席表彰…35,000円　その他…932,000円　累計…1,347,000円〕

出席報告 会員数 50名（内出席規定適用免除会員8名）

島　公造　出席委員 2月16日（本日） 33名/45名 73.3% 皆さん、出席してください。

■創立記念例会

■ロータリーソング� 島　公造　ソング委員
「和歌山東ロータリーの唄」

■卓話� 和歌山県議会議員　　森　礼子さん■クラブフォーラム「社会奉仕」

■卓話「社会奉仕について」
� 国際ロータリー第2640地区地域社会奉仕委員長��上野山��栄作さん

■ピアノ演奏� 中井　利枝さん
WILLOW�WEEP�FOR�ME（A.Ronell）
WHEN�YOU‘RE�SMILING（L.Shay）

本日の例会� 3月2日（木） 次回の例会� 3月9日（木）

前回の例会� 2月16日（木）18:30~ 於ダイワロイネットホテル和歌山4F

幹 事 報 告� 奥村　申二  幹事

◦2月のロータリーレートは1ドル130円となります。

おめでとうございますおめでとうございます

堀岡　忠男さん
米寿（88才）

おめでとうございますおめでとうございます

島　　公造さん（78才）　吉増　　亨さん（52才）
山中　　斉さん（52才）　山﨑　　肇さん（51才）
島垣　利光さん（49才）

お誕生日お祝い

ご長寿お祝い



❷みんなに公平か

❶真実かどうか

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

　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70周年までに会員数70名以上を目標と
します。現在クラブに在籍していない職業分類にも幅を広げ、
会員相互の交流が盛んな活気あるクラブを目指します。
　また、ロータリーの意義や目的を理解して活動できるよ
うに、クラブ研修委員会およびクラブ研修リーダーを設置
することも望まれます。入会歴の浅い会員が、地区や分区
の事業に積極的に参加できるような仕組みづくりも大切です。
同時に様々な工夫で退会防止にも努めていかなければなり
ません。
　常に快適な空間、美味しい食事がある例会場を確保して
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。
　また、安定したクラブ運営のため、事務局員が安心して
働くことができる環境づくりにも配慮していきましょう。
　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おり、今後も継続して行う
べき事業です。子供たちとの交流は、我々自身も学ぶこと
が多く、貴重な体験を得ることができます。それに加えて、
新しい奉仕事業に取り組むことも大切です。委員会で活発
な意見交換を行い、新たな事業を立案し、実践に移してい

きましょう。
　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、さらに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新しいスタイル
の国際奉仕事業になっています。
　私たちの奉仕事業への取り組みを社会に発信し、公共イ
メージを向上させていくことは、会員増強にもつながります。
クラブで実施した事業を公開するなど、ホームページの内
容を充実させ、クラブの魅力を広くわかりやすく発信してい
きましょう。
　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も、会員の意識を高
めていく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こばと学園への継続支援、新規奉仕事業の立案と
　実践

②ロータリー財団の基金活用と地区褒賞部門へのエ
　ントリー

③創立70周年までに会員数を70名以上に増強する

④職業分類を積極的に拡大する

⑤退会防止の工夫とクラブ研修委員会の設置

⑥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

⑦積極的な委員会の開催

⑧クラブの公共イメージ向上とホームページの充実

⑨年間3つ以上のクラブ親睦活動の実施

内畑　瑛造さん　在籍50年
上中　崇司さん　在籍15年

国際ロータリー第2640地区森本ガバ
ナーより記念の盾とバッジを頂きました。

国際ロータリー
会長より

ピアノ＆ヴァイオリン演奏
ピアノ��木谷悦也さん　ヴァイオリン��古久保有亜さん

在籍会員表彰

おめでとうございますおめでとうございます

アトラクション
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2022 年 11月 1 日 
 
和歌山東ロータリークラブ 
 
内畑 瑛造様 
 
この度は、ロータリーへのご入会 50 周年に際し、心からお祝い申し上げます。ロータリー
は、会員一人ひとりの熱意によって支えられています。また、一人の会員の熱意がほかの多

くの会員へと波及し、ロータリーで達成できることはさらに広がります。  
 
ロータリーは大小のプロジェクトを通じて超我の奉仕を実践する場となります。これらの奉

仕は、人びとの生活や地域社会、ひいては国のレベルで大きな変化をもたらすだけでなく、

私たちがより充実した人生を送るための機会となります。  
 
貴方様のように積極的にロータリーに参加する会員こそが、すべての人類の恩恵につながる

ようにロータリーを「イマジン」することができるのです。ロータリー会員としてご活動い

ただいていること、また、ロータリーファミリーの一員として地域社会への奉仕にご献身い

ただいていることを、心から感謝申し上げます。  
 
 
心を込めて 
 

 
ジェニファー・ジョーンズ 
2022-23 年度国際ロータリー会長 
 

懇親会懇親会
2月16日（木）18:30～�於ダイワロイネットホテル和歌山4F

創立創立6464周年周年
記念例会記念例会

クラブ戦略計画委員会　樫畑　友洋  委員長

和歌山東ロータリークラブ　クラブ戦略計画��和歌山東ロータリークラブ　クラブ戦略計画��（2022-2023更新版）（2022-2023更新版）

奥村申二
乾　敦雄、瀧川嘉彦、佐藤義記、山本進三、島　公造、吉田篤生、細川竜二、木下智仁、
藤村孝義、竹村克治、樫畑友洋、奥村申二

出席者

議　題

議事録
作成者

①和歌山東ロータリークラブ　クラブ戦略計画の件 …………………………………………………………………………… [承認]
②国際ロータリー第2640地区2023-2024年度地区委員会組織への推薦の件
　会員増強・維持／女性活躍・推進委員会　副委員長　片岡聖佳会員 ………………………………………………………… [承認]

審議案件

2022~2023年度�第11回理事会議事録 日  時：2023年2月9（木）13:40～／場  所：ダイワロイネットホテル和歌山4F

以上


