
 
 
 
 
 
 
 

第1469回例会18年12月11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      「手に手つないで」 

３．ゲスト紹介     米山奨学生  王 慧芝様 

４．出席報告  

会員総数71名 出席者数50名 出席免除会員1名 

  出席率 71.43％ 前回修正出席率 84.29％ 

 

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

うこそ。先週の年次総会では次

期役員・理事が選挙されました

が、昨日の１０日には、早速、

山名会長イレクトがＰＥＴＳ

に参加されています。ご苦労様

でした。 今月はロータリー家

族月間です。ロータリアン自身

の家族を大切にしようという

月間です。当クラブでは１２月に家族会の予定はあり

ませんが、１月には新年夫婦例会がございます。是非

ご参加戴きたくお願い申し上げます。 
 ２月３日に開催されます２６４０地区２組のＩＭ

への参加者少ないようですが、ＣＬＰについて私も喋

らせて頂きますので是非応援にご参加ください。 
 
６．幹事報告 
○例会臨時変更のお知らせ 
粉河ＲＣ  
 12 月 20 日（水）→ 12 月 20 日（水）18:00～ 

 三平（クリスマス家族例会） 
有田２０００ＲＣ 
 12 月 20 日（水）→ 12 月 20 日（水）18:30～ 

へそまがり（クリスマス例会） 
和歌山東南ＲＣ 
 12 月 20 日（水）→ 12 月 23 日（土）18:30～  

ダイワロイネット和歌山４Ｆ 
（クリスマス親睦家族例会） 

岩出ＲＣ 
 12 月 21 日（木）→ 12 月 21 日（木）19:00～ 

（クリスマス例会） 

 1 月１１日（木）→ 1 月 6 日（土） 
新年例会・大宮神社  

和歌山東ＲＣ 
 12 月 28 日（木）→ 12 月 24 日（日）17:30～ 

和歌山東急イン 
（クリスマス家族例会） 

高野山ＲＣ 
 1 月 12 日（金）→ 1 月 12 日（金）17:00～ 

花菱 ４Ｆ 
○休会のお知らせ 
和歌山東南ＲＣ  
１２月２７日（水）、１月３日（水） 

有田２０００ＲＣ   
１２月２７日（水）、１月３日（水） 

和歌山西ＲＣ     
１２月２７日（水） 

岩出ＲＣ      
 １２月２８日（木）、1 月 4 日（木） 
高野山ＲＣ     
 １２月２９日（金）、１月５日（金） 
和歌山東ＲＣ     
 1 月 4 日（木） 
海南西ＲＣ      
 1 月 4 日（木） 
 
７．ロータリー財団ポールハリーフェローの礼状 
 花畑重靖君、新垣 勝君 
 
８．2640 地区 2006～2007ＧＥＳ委員の委嘱状 
 花田宗弘君 
 
９．ＩＤＭ各組の報告 
「テーマ」：（１）夜間例会の進め方について 
 ①ニコニコデーにしては？ 
 ②ＰＭ６：３０～食事、７；００～例会について 
（２）その他 
 
1 組 吉田昌生君 
  ②について：現状の時間の夜間例会は出席率も向

上していないようであり、また例会の前にお酒が入

ることもあり、多少締まりのない例会になっている

雰囲気がある。1 組としては、7 組等の若い人達の
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意見を聞いて結論を出したい。 
  その他について：会員増強については、始めに会

員増強ありきという状況であるが、もっと親睦に力

を入れてクラブがバラバラにならないようにする

ことが大事であると言う意見が出ていました｡また、

例会と例会の間隔が空かないようにしてほしいと

言う意見もあった。 
2 組 林孝次郎君  

 ①について：お慶びの内容により単価を決めてお

いてはどうか。ニコニコの箱を賽銭箱にしてはどう

か。袋を廃止して、皆さんに前で話してもらったら

どうか。元会長さんがＳＡＡの代わりをしてはどう

か。特に宮田敬之佑さんにやっていただきたいと言

う意見が出ていました｡ 
３組 阪口洋一君 
 ①について：夜間例会をニコニコデーにすること

には賛成しかねると言う結論になりました。 
 ②について：6 時 30 分に開始し、皆さんで一緒

に食事をしながら例会を進めるのが良いと言う意

見が多かった。 
4 組 木地義和君  
 ①について：大いに集めれば良いのではないかと

言う意見がありました。  
 ②について：現行通りで良いと言う意見でありま

した。 
5 組 前田洋三君  

 ①について：異論は出なかったが、決め付けるの

はどうかと言う意見がありました。結論は理事会の

判断にお任せしてはということになりました。 
 ②について：現行の時間で反対意見はなかったの

ですが、会長さんの意向・理事会の意見に沿ってお

任せします。 
6 組 山畑弥生君  
 ①について：ニコニコの無理な強要は如何なもの

か？夜間例会は、お酒を飲んで楽しくしゃべり、親

睦を深めると言う意味でニコニコデーと特定せず

従来通りで良い。 
 ②について：若い会員さんと女性会員は、午後７

時例会開催の方が良いと言う意見が多いが、お腹が

空くから従来の通りの開始時間で良いと言う意見

もあり、二つに分かれて収拾がつきませんでした。 
 その他、会員の出席が悪いので、どのように対処

するか？年度・各半期において、メーキャップを含

む出席率が６０％に達していなければならないこ

とを、もっと啓発して出席を促す。入会を薦める折、

条件的に出席が無理な人は外すようにする。 
7 組 中西秀文君 
 ①について：出来るだけ機会を見てニコニコに協

力しようと言うことになった。 
②について：ＰＭ７：００からの方が望ましいと

言う意見が多かった。 
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宇恵弘純君  10月14日のゴルフコンペでホールイ

ンワンをしました。その祝賀会とコン

ペを 12 月 9 日に開催したしました。

当クラブより多数の方が参加され盛

大に終わることができ本当に有難う

ございました。 
山名正一君  昨日ＰＥＴＳに参加し、3 時間みっち

り研修を受けました。 
吉田昌生君  12 月 3 日、４日の両日、鈴木神社の

ある九州は熊本県天草市で「第 6 回全

国鈴木サミット」を開催し、全国から

鈴木さんら 62 人が集まり親睦を深め

ました。 
木地義和君  桑添リーダーの代理でＩＤＭの発表

します。宇恵さんお世話になりました。 
寺下 卓君  宇恵さんホールインワンコンペ、お世

話になりました。 
岸 友子君  山田さん、ありがとうございました。 
魚谷幸司君  昨日の医師会ゴルフコンペで優勝し

ました。スコアは聞かないで下さい。 
 

 

 

 

 

 

李氏を 2008－09 年度ＲＩ会長ノミニー

に正式指名 
12 月 1 日までに対抗候補者の申

し込みがなかったため、ウィリアム 
B. ボイド国際ロータリー（ＲＩ）

会長は、ロータリー財団管理委員を

務めるソウル漢江ロータリークラ

ブの李東建氏を、正式に 2008－09
年度ＲＩ会長ノミニーに指名しま

した。選挙は 2007 年ソルトレークシティー国際大会

で行われます。ソウルにある製造会社、ブバン株式会

社ならびにブバン・テクロン株式会社の会長を務める

李氏は、ソウル銀行の理事を務めた経歴の持ち主です。

2005 年には、韓国大統領によって国際親善大使に任

命されました。また、1994 年以来、韓国のイタリア

領事館の名誉領事を務め、韓国政府から金塔産業勲章

も受賞しています。李氏とヨン・ジャ夫人には、2 人

の息子さんと 2 人の娘さんがいます。1971 年にロー

タリアンとなって以来、李氏はＲＩ理事、財務長、ガ

バナー、研修リーダー、ロータリー財団地域コーディ

ネーター、アジア担当会員増強実行グループ・コーデ

ィネーターを歴任し、ＲＩに貢献してきました。2003
－04 年度からロータリー財団管理委員を務める同氏

は、ロータリー財団功労表彰状を受けています。 

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 


