
 
 
 
 
 
 
 

第 1710 回例会 (2012-2013 年・第一例会) 

平成 24 年７月２日(月) 
19：00～ 海南商工会議所 4Ｆ 

 

１．開会点鐘       

２．国歌斉唱      「君が代」 

３．ロータリーソング  「奉仕の理想」 

４．ゲスト紹介 

米山記念奨学生   代 向 斐 様 

５．出席報告 

会員総数 55 名 出席者数 43 名 

  出席率 73.18％ 前回修正出席率 72.88％ 

 

６．会長スピーチ      会長 花田 宗弘 君 

皆さん、今晩は。私の最初

のご挨拶をさせていただき

ます。先ず、簡単に自己紹介

をさせていただきます。私は、

サラリーマン定年退職後の

平成９年（1997 年）60 才で

入会、2001 年に地区より派

遣されたロータリー財団の

プログラムの一つである

GSE(研究グループ交換)の団長としてインド 3000 地

区を一ヶ月に渡り訪問、以後 10 年間財団の地区委員

を務めました。クラブでは国際奉仕委員長、米山奨学

生カウンセラー、青少年交換学生カウンセラー、財団

奨学生カウンセラーを務めました。 

 では、本題の会長運営方針について、お話しさせて

いただきます。今年度の RI 会長 田中作次氏は日本人

で埼玉県の八潮 RC に所属し、事業を営むビジネスマ

ンで、テーマは「奉仕を通じて平和を」です。ここで

云われる平和とは戦争のない世界ばかりではなく、争

いのない穏やかな個人の心の中の平和も意味します。 

どんな些細なことでも、人を助けることがいずれは平

和につながると気づかされます。 

地区ガバナーの北中登一氏は長らく地区青少年交

換委員会で活躍し、若い世代から国際理解を身に着け

ることで争いのない世界が育っていくと信じていま

す。地区方針は｢奉仕を通じて幸せを｣、キーワードは

｢ロータリーの原点に帰ろう｣です。 

クラブの方針としては、「グッドコミュニケーショ

ン＆クイックレスポンス」をテーマに情報の共有と全

員参加、すばやい行動を持って不信感のない活動的な

平和なクラブを推進して行きたいと考えます。 

重点項目は 

＊永遠の課題である会員増強と出席率向上 

会員増強は純増 2名を目標としていますが、定年

退職者、女性を積極的に勧誘する。 

出席率向上はロータリーの友、週報を届けると共

に次回のプログラムを紹介する。 

＊全員参加型の例会 

ロータリーは色々なプログラムに参加して始め

て、そのすばらしさが分かります。 

委員会プログラムは委員長だけ、忙しくするので

はなく、委員会メンバー全員で分担すると共に、人

員不足の場合は他のメンバーも積極的に応援する。 

例会では、せっかく貴重な時間を割いて集まって

もらっているのですから、出来るだけ多くの方に話

をして頂く。 

＊国際交流と新世代プログラムへの積極的関与 

姉妹クラブ、友好クラブとの交流を家族まで含め

て活発化する。 

留学生との交流を活発化する。ローターアクト、

インターアクトの活動を積極応援する。 

＊ロータリーファミリーの結束強化 

海南３クラブの交流増進。 

会員家族との交流の機会を増す。 

＊同好会の充実（クラブ員は少なくとも１つの同好会

に席を置く） 

野球部、8○会、三笑会、ゑびす会、マーキュリ

ーの会、新品会、紀の女会、アウトドアークラブ、

ＫＦ会、その他新クラブ。 

 以上、この一年間、よろしくお願いします。 

 
７．新旧会長・幹事バッジ交換 
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８．幹事報告        幹事 中西 秀文 君 
○例会臨時変更のお知らせ 
 岩出 RC  

7 月 12 日(木）→ 7 月 14 日（土） 
  18：30～ 新和歌浦「萬波」（周年家族例会） 

 
９．米山記念奨学生・奨学金贈呈 

 

 

 

 

 

 

 

米山記念奨学生   代 向 斐 様 

 

９．乾杯         副会長 阪口 洋一 君 

 新年度がスタートしました。みな

さん、この一年間、よろしくお願い

します。 

 お誕生日を迎えられた会員、奥様

旦那様、ご結婚記念日を迎えられた

方、おめでとうございます。 

 会員の皆さん、ご家族の皆さんの健康とクラブの発

展を祈念して「乾杯！」 

 

10.閉会点鐘 

 
次回例会 

  第 1711 回例会 23 年 7 月 9 日(月) 
    海南商工会議所 ４F 12：30～ 

決算報告 予算案審議 100％出席表彰 

 
 
 
 

 

     Happy birthday！ 

７月のお祝い 

☺会員誕生日 

  ５日 田村健治君  １０日 宮田敬之佑君  
  ５日 上田善計君  ２３日 田中秀夫君 
☺奥様誕生日 

  ４日 角谷元子様  １８日 小久保マユミ様 
 １2 日 前田洋子様 
☺一般ニコニコ 

楠部 賢計君  花田年度の初船出、お祝い申し上げ

ます。 
宮田 貞三君  花田さん、ご苦労様です。今年、一

年、花田カラーを発揮して下さい。 
谷脇 良樹君    田村丸のすばらしいスタートを祝す。 
吉田 昌生君  中西新幹事、那須新会場監督、先日

の甲子園初勝利を力に花田新会長を

助けて１年間頑張ってください。 

小椋 孝一君  新年度。花田丸の１年間の活躍をお

祈りします。 
柳生 享男君  花田会長はじめ、役員の皆様、この

１年ご苦労様です。 
山畑 弥生君  花田会長、中西幹事、那須ＳＡＡ、

一年間、体に気をつけて頑張ってく

ださい。野球部、甲子園で初勝利、

おめでとう。 
宮田 敬之佑君 80 歳になりました。 
三木 正博君  ７月８日、浜宮ビーチでカヌーの体

験会があります。ご参加ください。 
小久保 好章君 父の通夜、告別式では、大変お世話

になりました。 
宇恵 弘純君  野球部、甲子園の勝利おめでとう。

前総監督として応援に行きました。

試合は大差でしたが、相手は決して

弱くなかったです 
岩井 克次君  甲子園で初勝利！有難うございまし

た。部員を代表して御礼申し上げま

す。 
小椋 孝一君  甲子園、頑張りました。２７対１の

大勝利です。 
魚谷 幸司君  甲子園野球大会、素晴らしい試合が

できました。 
寺下  卓君  前夜祭から参加しました。全国のロ

ータリアンと交流しました。皆さん、

応援有難うございました。 
中村 俊之君  甲子園大会、楽しみました。初ヒッ

トを打ちました。 
倉橋 利徳君  甲子園、感動しました。 
田岡 郁敏君  甲子園で初打席、見逃しの三振。い

い思い出になりました。家族全員を

連れていきました。 
重光 孝義君  高校球児だった頃からの夢が実現し、

感動しました。 
花田 宗弘君  本年度、よろしくお願いします。 
阪口 洋一君  花田年度、よろしくお願いします。 
中西 秀文君  一年間、幹事、よろしくお願いしま

す。 
那須 正志君  本日から、一年間よろしくお願いし

ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 27 回全国ロータリークラブ甲子園野球大会出場 

海南東ロータリークラブ 野球部 
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