
 
 
 
 
 
 
 

第 1490 回例会 19 年 6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   「それでこそロータリー」 

３．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％ 

 

４．会長スピーチ      会長 新垣 勝 

皆さんこんにちは。和歌山

北ロータリークラブの川上

様ようこそお越しいただき

ました。 
私先週欠席してすみませ

んでした。その折、大川副会

長からお話があったと思い

ますが、改めて、甲子園の野

球大会に出場された選手の

皆様、応援にかけつけて下さ

いました会員・家族の皆様にはご苦労様でした。そし

て有難うございました。 
さて、この土曜日・日曜日と 80 会のゴルフコンペ

があり、久しぶりに参加させて頂きましたが、大変楽

しい二日間でした。実力を発揮できた方、できなかっ

た方いろいろでしょうが、後ほどのニコニコボックス

に期待しております。私も率先して入れますのでよろ

しくお願いします。 
みなさんご存知のとおり、6

月 17 日からソルトレークシ

ティで国際大会が開催されま

す。私は参加できなくて申し

訳ありませんが、林さん・花

田さんが参加して戴けます。

よろしくお願致します。 
本日、この後、IDM の発表がございます。先々週、

思いがけずフィリピンのマンダウエ・イーストロータ

リークラブから元会長の LITO さんご夫妻が来訪さ

れ、ご挨拶や WCS の報告で中断していましたので、

残っている組の報告です。 
また、LITO さんご夫妻が帰国されるまでご接待頂

いた方々にはご苦労様でございました。 

５．幹事報告 

○例会臨時変更のお知らせ 
 和歌山ＲＣ 
  6 月 26 日（火）→ 6 月 26 日（火）18:00～ 

     ダイワロイネットホテル和歌山４Ｆ 
○休会のお知らせ   
 高野山ＲＣ  ６月１５日（金） 
 

６．ＩＤＭ発表  

議題 ①台湾・彰化東南ＲＣとの今後の付き合い方に

ついて 
   ②委員会構成について 
   ③その他 
第１組 
①友好クラブとしてお付き合いをする方が長続きす

ると思う。 
②ＣＬＰは宮田会長の年度（２００８～２００９年

度）には実施しなければならないのではないかと言

う結論になった。「ロータリーの友」をしっかり読

んでもらいたいと言う意見があった。 
第２組 
①今後とも気楽に付き合っていったら良いのではな

いかと言う意見であった。 
第３組 
①当面は友好クラブとしての付き合いとし、姉妹提携

についてはもう少し様子を見て からにしてはど

うか。 
②当クラブの委員会はその機能をかなり果たしてい

るように思う。今の時点でＣＬＰの委員会構成を導

入する必要はないと考える。 
③甲子園で野球を行うという件について  
 甲子園での親睦野球大会に参加するということ

は例会の中で話が出ていたので知ってはいるが、

全ての会員に対して具体的な説明と勧誘をなさ

れないまま参加メンバーが決められた感じがあ

る。全会員に対して書類で選手または役員として

の参加の意向を問うようなキメの細かい対応が

あれば、色々な面で応援もできるし、クラブとし

ての一体感が湧くように思う。 
第４組 
①友好クラブとしての付き合いとし、２年に１回くら

い互いに訪問するような付き合いでいいのではな
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いか。 
②ＣＬＰの導入については、当クラブは人数も多く十

分活動しているので、現状の委 員会構成で十分で

ある。 
③早川さんが久しぶりにＩＤＭに参加され、先日の卓

話の続きのような話になり楽しいＩＤＭでした。 
第５組 
①隔年ごとにお互いのクラブを訪問するようなこと

でいいのではないか。その年度の会長の方針に従う。

クラブの負担が多くならないようにする。ただ遊び 

に行くのではなく、共通の事業をしなくては長続き

しないのではないか。 
②ＣＬＰは時代の流れではあるが、会員の多いクラブ

ではやる必要はないのではないか。週報は必要なこ

とだけを伝えるような簡単なものでいいのではな

いか。 
 夜間例会は親睦中心の会とし、昼例会は話をする会

としてはいいのではないか。 
③ロータリーは地域のために何かできないか。ＩＤＭ

はクラブのことだけを話し合うのではなく地域の

活性化について話し合うことも大切である。海南の

３クラブが合同で活動することが必要ではないか。  
第６組 
①現行のままのフランクな付き合いの方が良いの

ではないかと言う意見が多かった。 
 ②地区等で全体的な方向としてＣＬＰを導入する

ことになるのであれば、当クラブも導入はいたしか

たないと考える。 
第７組 
 ①ＷＣＳ活動のフィリピン支援を合同で行うこと

を進めてはどうか。（先方よりの提案）今後も相互

訪問を継続していくが、同一年度にお互いそれぞ

れ訪問するのは何かと大変なので１年おきに訪

問するのが良いのではないか。 
 ②現状の委員会構成で良いと思う。 
③新入会員（５年未満）だけの親睦会、以前のフォ

ーシーズンズの復活を望みます。野球同好会は、６

／３の甲子園での１試合だけでなく今後も活動を

続けて行き、また今回対戦の山口・防府ＲＣとの交

流（野球も含め）もしていってはどうか。 
 

７．次回例会 

第 1491 回例会 平成 19 年 6 月 18 日（月） 

      於 海南商工会議所４Ｆ  12：30～ 

 

８．閉会点鐘 

 

 

 

辻 秀輝君  土曜日・日曜日に花田さんのヨットに

乗せてもらって、６名で淡路島の南に

ある。沼島（ヌシマ）に行ってきまし

た。沼島は別名自凝島（オノクロジマ）

と言われています。好天の日には和歌

山から見ることができます。 

中西秀文君  日曜日にロー

ターアクト地

区大会に出席

してきました。

楠部さん、阪

口さんご苦労

様でした。千

房社長中井政嗣さんの講演に感動し

ました。 
阪口洋一君  昨日、ローターアクト地区大会に行っ

てきました。千房の中井社長の講演に

感銘を受けました。 
辻 秀輝君  甲子園の野球に応援に行けなくて失

礼しました。子供の事で新垣会長にお

世話になりました。 
楠部賢計君  クラブの甲子園の応援を欠席して福

岡ヤフードームのソフトバンクの応

援に行き小久保選手の逆転満塁ホー

ムランを見てきました。すみません。 
林 孝次郎君 辻先生、沼島の料理ありがとうござい

ました。花田さん、船で遊ばせて頂き

ありがとうございました。 
花田宗弘君  沼島で辻先生に海鮮料理を御馳走に

なりました。 
谷脇良樹君  ８○会参加の皆様ありがとうござい

ました。好天の下でプレー出来たこと

を感謝します。ついでに優勝させて頂

き感激です。 
桑添 剛君  ８○会ゴルフ旅行無事に終えること

ができました。ご協力ありがとうござ

いました。来年の幹事さんまたよろし

くお願いします。 
山名正一君  ８○会幹事の皆様御苦労様でした。楽

しいゴルフができました。すき焼き大

変おいしかったです。 
田村能孝君  ８○会お天気に恵まれました。幹事も

無事に済みました。 
中尾享平君  ８○会幹事さんご苦労さん。 
寺下 卓君  ８○会楽しかったです。幹事の皆様お

世話になり有難うございました。 
岡田雅晶君  ８○会遠征ゴルフコンペで皆さまに

お世話になり有賀等ございました。 
柳生享男君  ８○会楽しんできました。８○会の皆

様ありがとうございました。 
吉野 稔君  ８○会幹事様ご苦労様でした。夜の宴

会は非常に楽しかったです。 
新垣 勝君  ８○会幹事さん御苦労さまでした。 
山田耕造君  １０日ほど前から保護していたフク

ロウの幼鳥を昨晩自然に帰しました。

ほっとするやら、さびしいやらです。 

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 


