
 
 
 
 
 
 
 

第 1452 回例会 18 年 7月 24 日(月) 
   海南商工会議所   12:30～ 

 

１．開会点鐘          会長 新垣  勝 
２．ロータリーソング      「奉仕の理想」 
３．ビジター紹介 

海南西ＲＣ 日置 輝 様  
４．出席報告  

会員総数71名 出席者数53名 出席免除会員1名 

  出席率 75.71％ 前回修正出席率 80.00％ 

 

５．会長スピーチ        会長 新垣  勝 
 皆さんこんにちは。海南

西ロータリーの日置会長

様ようこそおいで頂きま

した。猛暑が続いておりま

す。豪雨で被災された地方

の皆様にはお見舞い申し

上げます。さて、７月１５

日には新旧の合同親睦活

動委員会の会合がござい

ました。委員の方々ご苦労

様でした。７月１６日の日曜日には川辺でおこなわれ

たＲＡのリーダーシップフォーラムに中西・小久保両

君参加して頂きました。ご苦労様でした。７月１８日

には理事会と元会長さんとの懇談会を開き、１８名の

元会長さん全員参加して頂き、大変有意義なご意見を

頂戴しました。今後のクラブ運営に反映していきたい

と思っています。７月２２日にはクラブ増強委員長会

議へ田村能孝さん出席ご苦労様でした。 
 ７月１０日に今年度の第一回の理事会を開催しま

した。中村雅行情報・規程委員長にオブザーバー出席

を頂き、クラブ定款・細則の改定案を提示頂きました。

次回の理事会でよく検討し、然るべき例会にご提案申

し上げる予定です。また、岩井出席委員長にもオブザ

ーバー出席して頂き、出席率の向上についてご提言頂

きました。 
 報告事項ですが、薬物乱用防止 “ダメ・ゼッタイ” 
運動に１万円を寄付させていただきました。ポケット

コインの寄付を募るのが筋ですが、時間がなかったの

でそのように決定させて頂きました。当クラブのバナ

ーですが、在庫が少なくなってまいりましたので、デ

ザインはそのままで、カラーを少し変更し注文するこ

とになりました。  
今後の予定ですが、平尾ガバナーの任期終了に伴い、

クラブとして平尾さんのご苦労に対して、慰労会を開

催することになりました。８月第一例会の日を予定し

ております。ご出席のほどよろしくお願い申し上げま

す。また、台湾の彰化東南ＲＣとの友好ですが、向こ

うのクラブから連絡があり、１０月１４日を中心に訪

台を考えております。 
そのほか、今年度予算案を了承しました。後ほど山

野会計から報告がございます。 
７月１５日にクラブ会長会議がございました。かい

つまんで報告申し上げます。ＧＳＥメンバーの帰朝報

告とそのメンバーの受け入れ先であるＲＩ６４４０

地区ＰＧの江波氏の講演があり、その話の中で花田さ

んを名指しで感謝の言葉がありました。あと、会員増

強への協力依頼とＣＬＰに関する質疑がございまし

た。会員増強については田村委員長より後日報告があ

ると思います。ＣＬＰについては色々申し上げたいこ

ともございますが、これも後日に譲りたいと思います。

地区協議会の記録とＧＳＥの報告書頂いてきていま

すので回します。終わります。 
 
６．幹事報告 
○メーキャップ 
 海南ＲＣ   新垣 勝君  ７月１２日 
 海南西ＲＣ  新垣 勝君  ７月１３日 
○例会臨時変更のお知らせ 
 和歌山南ＲＣ  ７月28日（金）→ ７月23日（日） 

16:00～ ルミナス神戸Ⅱ船内 

（納涼家族例会） 
 和歌山中ＲＣ  ７月28日(金)→ ７月29日（土）

18:30～  休暇村 紀州加太 
 海南ＲＣ    ８月９日(水)→ ８月 12 日(土) 

18:30～ ロイヤルパインズホテル 
 橋本紀ノ川ＲＣ ８月22日（火）→ ８月22日（火） 

19:00～ ｢ごゆっくり｣ 奥様ご招待日 
 和歌山西ＲＣ  ７月26日（水）→ ７月26日（水） 

18:00～19:30 県文６Ｆ｢フロラリア｣  
ガバナー補佐クラブ協議会 

         ８月２日（水）→ ８月２日（水） 

12:30～ 県文６Ｆ｢フロラリア｣  
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         ８月９日（水）→ ８月９日（水） 

12:30～ 県文６Ｆ｢フロラリア｣  
         ８月23日（水）→ ８月23日（水） 

12:30～ 県文６Ｆ｢フロラリア｣ 
         ８月30日（水）→ ８月30日（水） 

18:00～19:00 県文６Ｆ｢フロラリア｣ 
○休会のお知らせ 
 橋本紀ノ川ＲＣ ８月１５日（火） 
 和歌山西ＲＣ  ８月１６日（水） 
 粉河ＲＣ       〃 
 海南ＲＣ       〃 
 打田ＲＣ    ８月１７日（木） 
 海南西ＲＣ      〃 

 

７．委員会報告 

○国際奉仕委員会    林 孝次郎委員長 

  例会後國際奉仕委員会を開催いたしますので、委

員の皆様は出席して頂きますようお願いします。 

○会報・ＩT会報委員会 阪口委員長 

  今年度の当委員会の計画の１つに、同好会・親睦

会ニュースを週報に掲載することとしております。

７月１０日の週報に新品会の例会のニュースを掲

載いたしました。今後、８○会、三笑会、えびす会、

マーキュリーの会、紀の女会で例会等がありました   

ら、その内容を週報に掲載させていただきます。当

委員会より原稿を頂きに行きますので宜しくお願

いします。 

 

８．総会 

○2005～06 収支決算報告 前会計  小椋孝一君 

             監査報告 岸 友子君 

○2006～07 収支予算（案）会計   山野 明君 

 ※原案通り可決承認いたしました。 

 

９．会員卓話  

｢ローターアクトについて｣      中西秀文君 

 本日はローターアクト

の必要性と彼等がいかに

頑張っているかというこ

とについて、去年１年間新

世代の委員長として関わ

ってきた体験談をお話し

ます。 

 まず、ローターアクトは

ローターアクションの略

語で、その目的は青年男女

（１８～３０歳）が例会で未来のリーダーとしての技

術や知識を高め、地域社会のニーズに協力し、奉仕を

通じての親睦活動を行い、広く世界に目を向け研修す

ることです。２６４０地区には１２のローターアクト

クラブがあり、会員数は９７名です。 

 アクトのメンバーは自己のレベルを上げるため自

分達でプランを立て、情熱を持って日々努力している   

姿には本当に感心しました。アクトはロータリーから

の支援を基に地域社会に貢献することが自分達の役

割だと認識しており、ロータリークラブにとって必要

な組織であり、重要な役割を担っていると私は思って

います。 

当地区のローターアクトの活動について説明しま

すと、会員増強パーティー・市民祭・夏祭への参加、

老人ホーム訪問、老人会施設の行事参加、養護学校で

子供達とカレー作り、国道の清掃作業、盲導犬協会へ

の寄付、ロータリアンと共同で献血、ロータリークラ

ブと一緒にエイズデーのＰＲ活動の協力、留学生との

親睦活動、空き缶の回収、ＪＣと一緒にイベントに協

力、インターアクトと合同クリスマス会、高野街道の

道標の作成等様々な活動を行っています。特に１年間

で感心したことは、今年の 2月に全日空ゲートタワー

ホテルで第 1８回全国ローターアクト研修会があり、

北海道から沖縄まで３３地区７００名が参加しまし

た。海南・海南東ＲＣがホストクラブと務め、盛大に

開催し成功を収めました。  

 私も彼等のパワーとエネルギーに圧倒され感動し

ました。私はローターアクトの素晴らしさを皆さんに

知っていただきたいと思います。 

 以上で終わります。有難うございました。 

 
10．次回例会 
第 1453 回例会 平成１８年７月 31 日（月） 

12：30～ 海南商工会議所４F 
 
11. 閉会点鐘 

 
 

 

 

日置 輝様  ３ロータリー合同例会を担当させて 

(海南西 RC)   いただきますが、不手際があればお許

しください。 

山野 明君  何年ぶりかで前に座らせていただい

て、味のない食事をいただきました。 

岩井克次君  ローターアクト３名推薦させていた

だきました。よろしくお願いします。 

小久保好章君 ７月 16 日にローターアクトリーダ

ーシップフォーラムに行ってきまし

た。 

中西秀文君  今日、卓話させていただきます。小久

保さん７月 16 日のローターアクトリ

ーダーシップフォーラムに出席ご苦

労様でした。 

楠部賢計君  米山奨学生王さんのおみやげいただ

きました。米山に協力したいと思いま

す。 

新垣 勝君  海南西 RC 日置会長さんようこそ。深

谷さんお世話になりました。 

林 孝次郎君 メーキャップ鳴門南淡路 RC 深谷さん

有難う。 

花田宗弘君  南淡路メーキャップ時、プリンセスケ

イコ号にお世話になりました。 

 

IT・会報委員会 委員長 阪口洋一 副委員長 山畑弥生 委員 大江久夫 大谷 徹 魚谷幸司 吉田益巳 


