
 
 
 
 
 
 
 

第 1712 回例会 

平成 24 年７月 23 日(月) 
12：30～ 海南商工会議所 4Ｆ 

 

１．開会点鐘       

２．ロータリーソング  「それでこそロータリー」 

３．ゲスト紹介 

   IM２組ガバナー補佐 門脇 孝文 様 

(海南 RC) 

４．出席報告 

会員総数 55 名 出席者数 40 名 

  出席率 72.72％ 前回修正出席率 78.18％ 

 

５．会長スピーチ      会長 花田 宗弘 君 

本日はクラブ協議会の

日です、門脇ガバナー補

佐ご指導のため出席頂き

有難うございます。 
従来クラブ協議会は各

委員会の委員長のみが出

席して、別室でその年の

委員会実行計画を報告す

る場でしたが、今年度は

クラブの重点項目である

全員参加を目標に、会員

全員に聞いてもらって意見を出してもらった方が良

いのではないかと考えました。 
この会議は今年度の活動方針を決める重要な会議

であるため、例会時間内に終わらなければ、関係者の

み残っていただき話を続けるか、必要なら次回例会に

引き継ぎたいと思います。 
 

６．幹事報告        幹事 中西 秀文 君 
○例会臨時変更のお知らせ 

和歌山北ＲＣ ７月30日(月)→７月30日（月） 

 19:00～ 三八波（和歌山市黒田） 
新宮ＲＣ 8月1日(水)→8月1日(水) 

18:30～ かわゐ 
（慰労激励会及び納涼夜間例会） 

 

 

那智勝浦ＲＣ 8月16日(木)→8月11日(土) 

19:00～ 那智海水浴場 

（家族親睦花火大会見学会） 
8月23日(木)→8月23日(木) 

19:00～ ユーアイホテル 

(家族親睦会) 
和歌山西ＲＣ 8月22日(水)→8月23日(木) 

18:30～ サロン・ド・ブレスト（岡公園前） 
（新入会員歓迎会により） 

岩出ＲＣ 8月23日(木)→8月18日(土) 

19：00～ ホテルいとう屋上 

（夕涼み例会） 
○休会のお知らせ 
和歌山北ＲＣ  ８月１３日（月） 
橋本紀ノ川ＲＣ ８月１４日（火） 
新宮ＲＣ    ８月１５日（水） 
和歌山西ＲＣ  ８月１５日（水） 
岩出ＲＣ    ８月１６日（木） 
有田ＲＣ    ８月１６日（木） 
海南西ＲＣ   ８月１６日（木） 

 
７．クラブ協議会 
○ＩＭ２組ガバナー補佐 門脇 孝文様 あいさつ 

只今ご紹介いただきま

した、今年度のＩＭ２組９

クラブとＩＭ３組の和歌

山中クラブを担当するガ

バナー補佐を拝命いたし

ました海南ロータリーク

ラブの門脇でございます。 

前任の塩路前ガバナー

補佐のように着実に実績

を上げられるかどうか不

安で一杯でございますが。

１年間よろしくお願い申し上げます。 

海南東ロータリークラブ様が新しくご就任された

会長幹事様の下で、順調にスタートされておられます

こと、先ずもって心よりお喜び申し上げます。 

自己紹介を兼ねて、簡単に私のロータリー暦を述べさ

せていただきます。 

私は、昭和 59 年７月１日に 35 歳で海南クラブに入

会いたしまして、今年で 28 年目となります。職業分
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類は殺虫剤製造で、自宅は海南市下津町です。2010-11

年度のクラブ会長を務めました。 

貴クラブには、以前から顔見知りの会員さんが在籍

しておられまして、長年ご厚誼をいただいております。

当クラブの今年のお正月の新年初例会は美登利さん

で夜間例会が行われましたが、そのときたまたま貴ク

ラブの理事会が開かれておりまして、ご挨拶をさせて

いただきました。そのとき田村先生とお話をしていて、

実は私がロータリーと云う言葉を聴いたのは、薬局を

開業しておられた先生の父上からだったと話をいた

しました。昭和 50 年だったと記憶しています。私は

東京の私立の薬科大学を出て薬剤師の免許を持って

おりましたので、海南の薬剤師会に加入しておりまし

た。年に一度薬剤師会の研修旅行があり、参加をいた

しました。そのとき、海南クラブのメンバーで居られ

た父上の田村先生から「門脇君ロータリーに入った

ら？僕が推薦人になるからどうや？」といわれまして、

そのときは年齢も若く、ピンと来ませんでしたのでそ

のままになってしまいました。その後昭和５９年に海

南クラブに入らせていただいたわけです。この席をお

借りして、改めて田村先生に御礼申し上げる次第です。 

さて、当面、ガバナー補佐として行わなければなら

ない主要な仕事は、ガバナー公式訪問を円滑に進める

ため、公式訪問前に開かれるクラブ協議会に出席し、

クラブの要望を事前にお聞きして、それをカバナーに

伝達して、公式訪問時にガバナーが返答できるように

取り計らうことだと考えております。 

会長、幹事様と協力して、進めていきたく存じます

ので、よろしくご指導のほどお願い申し上げます。 

このガバナー補佐制度がスタートしたときは、２名の

補佐が４クラブと５クラブとに分担して活動してお

りましたが、２年前からガバナー補佐が１名と云うこ

とになりまして、その上和歌山地区のＩＭ３組の１ク

ラブも担当するということになり、合計で 10 クラブ

と云うことになってしまいました。しかも、ＩＭ２組

のガバナー公式訪問が８月と９月初旬に集中してお

りまして、お盆前は連日協議会と公式訪問の日程が組

まれております。そのような訳で、大変言い訳がまし

くなりますが、本来、この協議会前に一度ご訪問をい

たしましてご挨拶するべきところ、礼を失することに

なりましたこと、お許しいただきたく、何分よろしく

お願い申し上げます。甚だ簡単ではございますが、ご

挨拶とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○各委員長から活動計画を発表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．閉会点鐘 

 
次回例会 

  第 1713 回例会 平成 23 年 7 月 30 日(月) 
    海南商工会議所 ４F 12：30～ 

ゲスト卓話「人前での話し方」 大仲 広司 様 
 

 
 
 

花田 宗弘君  門脇ガバナー補佐、ご出席有難うご

ざいます。 
中西 秀文君  門脇ガバナー補佐、本日、よろしく

お願いします。 
那須 正志君  門脇ガバナー補佐、本日、ご苦労さ

まです。 
宮田 貞三君  門脇ガバナー補佐、本日、ご苦労さ

まです。 
谷脇 良樹君  門脇ガバナー補佐、ようこそ。 
楠部 賢計君  昨日は花火で花田

さんにお世話にな

りました。 
田村 健治君  昨日、深谷さんを

はじめ、皆さんに

お世話になりまし

た。楽しかった。 
岸  友子君  深谷さん、昨日は大変お世話になり

有難うございました。 
大江 久夫君  昨日、深谷さんの船に乗せてもらい

花火を見に行きました。大変きれい

でした。皆さん、大変お世話になり

有難うございました。 
門脇 孝文様  一年間、よろしくお願いします。 
(ガバナー補佐) 
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