
 
 
 
 
 
 
 

第 1395 回例会 17 年 4月 11 日(月) 
於 海南商工会議所 ４F    12:30～ 

 

１．開会点鐘      会長 上中嗣郎 

２．ロータリーソング  「我等の生業」 
３．ビジター紹介    和歌山東 RC 中野幸生様 
４．出席報告  

会員総数 69 名 出席者数 50 名 出席免除会員 1名 

  出席率 73.53％ 前回修正出席率 80.88％ 

 

５．会長スピーチ     会長 上中嗣郎 

先週は、絶好の花見日和が続

いておりましたが、皆様にはい

かがでしたか、花粉症患者を別

にして大変過ごしやすい良い

季候になって参りました。 

先週の金曜日（４／８）に次

年度の地区協議会の準備会と

いうことでガバナー事務所に

行って参りました。来年度は、地区関係のたくさんの

会合をお世話しなければなりません。来月の 8日にゲ

ートタワーホテルで２００５～２００６年のための

地区協議会が開催されます、どうか皆様出来る限り都

合をつけて出席していただきたく思います。地区委員

になられる方は大変よく勉強されまた熱心です、この

方々がスムースに会議が出来るよう準備をしなけれ

ばなりませんし、今後色々と地区のためのお手伝いす

ることの参考になると思います。 

いよいよ今年度の地区大会が「甦りと活力を育むロ

ータリアンの集い」として 4月 15 日から 17 日まで新

宮においてが開催されます。 

次年度の地区大会の事もありますので多くの会員

の出席をお願い申し上げます。 

 

６．幹事報告 

○例会臨時変更 

新宮ＲＣ 
4月 13日（水）→4月 15日、16日、17日 

地区大会 
 打田ＲＣ 

4月 28日（木）→4月 29日（金・祝） 
10:00～  ＪＲ打田駅 

庭

 和歌山東南ＲＣ  5月 11日（水）→5月
18:30～ ダイワ・ロイネットホテ

（和歌山中ＲＣとの合

 和歌山中ＲＣ   5月 13日（金）→5月
18:30～ ダイワ・ロイネットホテ

（和歌山東南ＲＣとの合

 粉河ＲＣ 
5月 18日（水）→5月 14日～15日（

愛知万博 一泊

5月 25日（水）→5月 25日（水） 
12:30～  粉河町商工

○休会のお知らせ 

新宮ＲＣ    4月 20日（水） 
高野山ＲＣ   4月 29日（金・祝） 
粉河ＲＣ    5月 4日（水・祝） 
岩出ＲＣ    5月 5日（木・祝） 

 
７．I・D・M報告 
テーマ 

１ ガバナー輩出クラブメンバーとして自

すべきか。又は何が出来るか。 

２ 地区大会をどうすれば、全員の盛り上が

れるか。 

 
第１組  

・地区大会等、無関心の人が多い様に思う。

の様な場所（地区大会の）で協力したいの

アンケートを取ってはどうか 

又は先に貴方はこの部門の担当ですと役

伝えては。 

・地区の情報を一般のメンバーに解りやすく

又地区の役員は例会等でも多くの人に話す

に・Fガバナー事務所へも入りやすくなる

・過去の地区大会は、他人事の大会、今回は

会だからお酒等は飲まず、協力する事が大

・新宮の地区大会へ夫婦で参加すれば、次年

会に家族にも協力して頂きやすい。 

・自クラブよりガバナーが来るのだから地区

は当たり前。別途地区の予算 2,750 名×

2,750 万も有る。盛大にやろう。 
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・多汕の予算を使わず節約した予算が良い。 

・地区大会の家族会を合体させてはどうか。 

・地区大会が１０月に決定した理由は？ 

平成１７年に２度地区大会が開催される。 

・大会２日目には、地場の産業 和雑賀タンポポの会

の焼き物・漆器等の物産展を開いては。 

・市民に多く知ってもらう為の公聴広報を、又、大会

にメディアを呼んでは。 

・タンポポの会に有る和太鼓を奏でては。（発表する

場が少ない） 

・若い人の意見を聞き、アイデアを取っては。その為、

ローターアクト等からもアイデアを出してもらっ

ては。 

 

第２組 第３組 

 第１組と同じ 

 

第４組 

塩崎エレクトより 

・ホストクラブの会員として、会員、奥様、旦那様の

協力を得て、地区大会を盛り上げて行きたい。 

・塩崎エレクトの奥様より、「揃いのハッピ」を作っ

て着てはどうか。 

 

第５組 

・地区大会を盛り上げるために、全員が何か役割を持

って、大会を成功させようという気持ちになること。

奥様方の協力も必要である。 

・ＩＤＭ等の機会に、地区大会のあり方についての意

見を出して貰うことにより、関心が高まる。 

・地区大会は出来るだけ質素にすべきである。パスト

ガバナーが目立ち過ぎるのではないか。 

・儀式のために使う費用をけずって、災害支援等に廻

す方がよい。 

・海南の特徴を出すために、地元のみかんや柿の即売

をしてはどうか。「金山寺みそ」などもどうか。 

 

第６組 

・面白い話を聞ける人に来てもらっては？ 

・テレビ和歌山に企画を依頼して、一緒に桂しそまる

に依頼して何か考えては？ 

・奥様方を楽しませるには、全国の美味しいも店街と

か、単品の美味しいものの即売会等は？ 

・夫人の集いは、わんぱく公園よりマリーナに移動し

てもらっては？ 

・平尾ガバナーは費用をおさえる事を依頼しておられ

るとの事ですが、みすぼらしい地区大会にならない

方法を考えて費用の振り回しを考えてゆければ？

今回は早川君の卓話ショーでしたが、桑添さんも元

気になり、楽しいＩＤＭでした。 

その中で特に１～４は若手の金川さん、上野山さん

の意見です。 
 
８．閉会点鐘 

９．次回例会 
第 1396回例会 平成１７年４月１１日（月） 

12：30～ 海南商工会議所４F 
 

＊＊＊ ニコニコ・ＢＯＸ ＊＊＊ 
平尾寧章君  和泉大津で地区委員会があった。 
 高野山の山に苗の寄付をしてほしい

との事。 
塩崎博司君  宮の春祭りが晴天の中できました。 
楠部賢計君  納税組合藤白会のゴルフコンペで優

勝しました。 
土井元司君  孫が入学しました。 
塚本義信君  今日はＩＤＭの結果の発表させても

らいます。 
青木美典君  長い間欠席してすみません。 
花田宗弘君  ブラジルＧＳＥチームの受入れ協力

ありがとうございました。 
中西秀文君  先週木曜日、花田さん、林さん、田村

さん、中尾さん、横出さん、寺下さん、

上芝さん、お疲れさまでした。ＧＳＥ

団員との交流楽しかったです。 
田村健司君  先日ＧＳＥでチームリーダーに３日

間ホームステイをしていただきまし

た。 
中野幸生君  入れます。 
 
 
 
 
 
 
ＲＩ大会の事前登録締切は３月３１日 
ロータリー１００周年祝賀は、２００５年６月１８日

から２６日に、シカゴのマコーミック プレイス

（McCormick Place）で最高潮に達します。世界中の

ロータリアンが集る一生に一度の素晴らしい会合に

なります。大会への事前登録締切は２００５年３月３

１日で、それ以降はマコーミック プレイスでの現地

登録のみになります。催事への事前登録には割引の特

典があります。更にＲＩの入場券付き催事の締切も３

月３１日です。登録は次のオンラインでも出来ます。 

http://www.rotary.org/centennial/convention/onl

ine_reg.html 又はウエブ サイトで直接Member 

Accessから登録も出来ます。其の為には地区番号、ク

ラブ番号（クラブ幹事に御尋ね下さい。）、と会員のＩ

Ｄ番号が必要です。（会員番号はＴｈｅ Ｒｏｔａｒ

ｉａｎ誌を購読の方は、郵送封筒の宛名書きの上の行

の最初の８桁です）他の締切日を下に記します。 

４月１５日 グループ宿泊申込み 

４月２９日 非公式、関連催事申込み 

４月３０日 ホスト催事への登録 

４月３０日  大会登録の取消 

４月３０日 ＲＩチケットの取消 

５月１３日 One-Stop Chicago のホテルの取消 

会報委員会 委員長 岸 友子 副委員長 中西秀文   深谷政男 倉橋利幸 青木美典 前田洋三 山田耕造 小椋孝一 
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