
 
 
 
 
 
 
 

第 1476 回例会 19 年 2月 26 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        「我等の生業」 

３．出席報告  

会員総数71名 出席者数45名 出席免除会員1名 

  出席率 64.29％ 前回修正出席率 82.86％ 

 

４．会長スピーチ       会長 新垣  勝 
皆さんこんにち

は。理事会報告です

が、ガバナー会より

依頼のありました

「拉致被害者家族

支援義捐金」一人

100 円、会全体とし

て 7,000円を送付し

ました。 
２月 24 日（土）

午後、甲子園出場予

定の選手の方々の初練習見てきました。思っていたよ

り皆さんの動きがよく、上手なのに感心しました。５

月の初めか、６月の初めに試合が予定されております。

みなさん奮って応援しましょう。 
今年後半は彰化東南ロータリークラブの訪問も予

定されており、日程が詰まっていますので、家族親睦

旅行は中止させて頂きます。ご了承ください。 
先月、会員の義務として「出席・会費納入・会誌購

読」のうち、出席についてお話いたしました。本日は

「会費」についてお話申しあげます。皆さんから年会

費として毎年半期 100,000 円納入いただいておりま

す。その大部分はクラブの管理・運営費に相当するわ

けですが、その内、地区に 29,000 円強、財団と米山

に 12,000 円、ＲＩに４７ドル（5,600 円）を支出し

ております。  
先日ＲＩの 2005～2006 年の事業報告がありまし

た。その内の資金の流れをご紹介申し上げます。収入

7,910 万ドル（約 94 億 9200 万円）、支出 7,230 万ド

ル（約 86 億 7600 万円）、純資産 17,290 万ドル（約

135 億 4800 万円）、収入のうち人頭分担金は 5,080
万ドル（約 60 億 9600 万円）です。今年度から人頭

分担金が 43 ドルから 47 度ルに４ドル値上がりにな

りました。ロータリー会員総数約 120 万人ですので

480 万ドル（約 60 億 9600）万円）の増収になります。 
ついでに、昨年度のロータリー財団の収支決算です

が、収入 16,210 万ドル（約 194 億 5200 万円）、支出

12,830 万ドル（約 153 億 9600 万円）差引 3,450 万

ドル（約41億4000万円）。収入に占める寄付は11,190
万ドル（約 134 億 2800 万円）。支出のうち事業費（補

助金）は 10,800 万度ル（約 129 億 6000 万円）でし

た。お金の面からも私たちが拠出している会費や寄付

が有効に機能していることをご理解いただけると思

います。 
 
５．幹事報告 
○例会臨時変更のお知らせ 
 橋本紀ノ川ＲＣ 3 月 6 日（火） 3 月 6 日（火） 

19：00～ 「ごゆっくり」 
○休会のお知らせ 
和歌山北ＲＣ  3 月 19 日（月） 

○台湾・彰化東南ＲＣとの合同例会ご案内 
4 月 16 日（月）休会 
4 月 12 日（木）合同例会 

          歓迎懇親パーティー 
※4 月 9 日（月）の例会は、通常通り開催します。 
○ロータリーレート  1＄＝￥118－（3 月末迄） 
○ＷＣＳ海外視察参加調査書を廻します。 
○和歌山ＲＣ創立 70 周年記念親睦ゴルフ大会参加募

集を廻します。 
 
６委員会報告 

○社会奉仕委員会         中西 秀文君 

 ・来月 3 月識字率向上月間になっています。書き損

じ葉書とポケットコインを集めますのでご協力

お願いします。 

 ・ポールハリスフェロー     柳生 享男君 
 おめでとう！ 

 

７.会員卓話            新垣  勝君 
本日はクラブリーダーシッププラン（以下ＣＬＰと

略称）について、会員の皆様の忌憚ないご意見を頂戴

したいと思います。その前に、お手元に配布しており

ます「ＲＩのＣＬＰとは」と書かれた資料にお目通し
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願います。  
その内容は「会員基盤の維持および増強」「地域や

他国の地域のニーズに見合った成功するプロジェク

トの実施」｢財政的寄付とプログラムへの参加を通じ

て財団を支援する｣「クラブレベメを超えてロータリ

ーへ奉仕できるリーダーの育成」４項目があり、その

ためには長期計画を立てなさい。常任委員会の４大奉

仕委員会に拘らず、ＲＩは５大常任委員会を推奨しま

すが、各クラブ独自に委員会構成を考え直して良いで

すよ。そして、地区へ有能なリーダーを輩出して下さ

いと言っています。 
皆さんのご意見を賜りたいと存じます。 

楠部会員の意見 
 「奉仕に関する長期計画はいいと思いますが、現在

ある各委員会を開催して、委員会の存廃について意

見を聞いたらいいのでは」 
新垣会長 
私の年度は時間的に無理かと思いますが、次年度に

申し送りたいと思います。 
寺下会員の意見 
 「意見と言うより情報ですが、先日の地区チーム研

修会で、三軒ガバナーから「次年度には、地区の半

数ぐらい、次々年度で全クラブがＣＬＰを実施する

方向になる」のではとのスピーチがあった。 
平尾会員（バストガバナー） 
「我がクラブは４大奉仕部門を立派に実践してお

り、地区に強制されることはない」 
新垣会長 
私の年度にもう一回ＣＬＰについて皆さんと話し

合える時間があるかどうか分かりませんが、今回の

ご意見を含めて次年度に更に検討していただき、

次々年度の参考にして頂ければと思います。 
 
８．次回例会 

第 1477 回例会 平成 19 年 3 月５日（月） 
  18：30～  於 海南商工会議所 4Ｆ 

 

９．閉会点鐘 

 
 
 
阪口 洋一君  白内障の手術を受けました。明るく

なり、よく見えるようになりました。 
西川 富雄君  下津で公民館芸能大会があり義母

が出るので見に行ったら、うちのク

ラブの方が出ていました。 
宮田 貞三君  詩吟で出ました。嫁と一緒の趣味を

持つと言う事で始めました。夫婦で

同じ趣味を持つことは大変良いこ

とですので募集します皆さんどう

ぞご参加を！！先月、肺炎になり 3
週間程寝込みました。皆さん風邪に

気を付けて下さい。私の髭の話をご

披露します。会長の準備か？頭にあ

ったらいいな・・・等、色んな意見

を聞きます。 
柳生 享男君  「ポールハリスフェロー」有難うご

ざいました。 
田村 健治君  先日のパソコン積出し作業に出席

出来ず、申し訳ありませんでした。 
田村 能孝君  ５１年ぶりに中学校の同窓会に出

席して来ました。名前と顔が全然合

いませんでした。 
中西 秀文君  土曜日、第 1 回野球練習と結団式、

皆さんお疲れ様でした。 
寺下  卓君  土曜日の野球練習お疲れ様でした。

楽しかったです。昨日、地区テーム

研修に行きました。 
山名 正一君  野球の練習に欠席してすいません。 
新垣  勝君  野球の練習ご苦労様です。 今日は、

スピーチの時間戴きましたので！ 
吉野  稔君  今日で三分の二が終わりました、後

三分の一頑張ります。 
山田 耕造君  勝浦「まぐろまつり」で鮪汁をよば

れて来ました。 
 
 
 
 
第 25 回全国ロータリークラブ野球大会

(記念大会)「甲子園球場」出場に向けて

練習を開始！結団式終える 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
海南東ロータリークラブの野球同好会は、２月 24

日（土）午後３時から、海南市民グランドで初練習を

行いました。練習では、集合時間 30 分前から青木君、

吉川君がランニングで既に始動しており、気合十分。

全員でストレッチ、キャッチボール、トス・フリーバ

ッティング、シートノックの練習メニュー。珍プレー

の続出でしたが、終始、一生懸命で、たっぷり汗を流

しました。岩井監督からは「けがの無いよう楽しんで

ください。特にベースランニングの際はベースを踏み

損ねて捻挫しないように気を付けること」と訓示があ

り、山畑マネージャーの黄色い声援に選手は張り切っ

て練習していました。多分、翌日は筋肉痛です。 
また、練習終了後、レストラン「シャンボール」で

結団式を行い、乾杯のビールは最高。今後は月に２回

程度の練習と練習試合などを計画し、本大会に挑みま

す。「皆さん、応援よろしくお願いします！」 

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 


