
 
 
 
 
 
 
 

第 1747 回例会 

平成 25 年 5 月 27 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．ビジター紹介      岩出ＲＣ 中村 寛 様 
４．出席報告 

会員総数 53 名 出席者数 42 名 

  出席率 79.25% 前回修正出席率 77.36% 
 

５．会長スピーチ      会長 花田 宗弘 君 

先週 21、22 日には当クラブも

後援する鈴木サミット、フォー

ラムがありました。世話役側の

藤白城神社の吉田宮司、宮田敬

之助さんご苦労さんでした。21

日には全国から約 100 人の鈴木

さんが集い、22 日には鈴木自動

車の鈴木社長の講演会に 500 人

を超す聴衆が集まり大盛況でした、鈴木軽自動車の海

外販売戦略等興味深い話を聞くことが出来ました。当

クラブからは 10 名程の参加がありました。 

また、25 日には門脇ガバナー補佐の下、海南から

御坊までの 9クラブ、いわゆるＩＭ２の会長、幹事会

があり今年度の活動状況や今後の対策などについて

話し合いました。来年度の地区が提案するＩＭを廃止

し、グループ制にするという案につき、今のままの方

が地域的に纏まっており活動しやすいのではないか

と云う意見が圧倒てきでした。さらに、財団のグロー

バル補助金を活用して、ＩＭ２が協力してプロジェク

トを実施ししようという提案もなされました。 

先週の豊沢ガバナーノミニーによるＥクラブの話、

いつも顔を見ながら例会を開いている我々にとって、

いろいろ疑問が残りましたが、世界的に認められ伸び

ているいと云うことなので、関心を持って眺めて行き

たいと思います。 

ちなみに、早速ホームページを開いて覗いて見まし

たが、例会日は決まっていますが Make Up は 24 時間

何時でもよく、500 円の Make Up 料を払い込み、30

分以上ホームページにアクセスして、感想文を投稿す

ることで Make Up が成立します。 

今日はフィリッピンの報告の前に先日開かれまし

た地区協議会の報告を小椋会長エレクトからして頂

きます。 

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

和歌山西ＲＣ  6 月 26 日(水)→6月 27 日(木) 

18:00～  加太「あたらし屋」 

最終例会（家族会） 

和歌山東南ＲＣ 6 月 26 日(水)→6月 29 日(土) 

18:30～ 割烹ふじ村 

最終親睦夜間例会 

○休会のお知らせ 

和歌山東南ＲＣ 6 月 5 日(水) 

○６月のロータリーレート 

１＄＝１００円 

○国際ロータリー日本事務局 事務所移転の御案内 

5 月 27 日より国際ロータリー日本事務局は移転の

ため、TEL・FAX 番号が下記の通り変更になります。 

〒108‐0073 東京都港区三田１丁目４-28  

三田国際ビル 24F 

 クラブ･地区支援室 TEL: 03-5439-5800 

         財団室 TEL: 03-5439-5805 

         経理室 TEL: 03-5439-5803 

         資料室 TEL: 03-5439-5802 

FAX: 03-5439-0405(共通) 

業務時間 午前 9時 30 より午後 5時 30 分 

 

７．地区協議会の報告 

会長エレクト 小椋 孝一 君 

 2013～2014 年度のための地区

協議会が5月 15日にスターゲイ

トホテル関西エアーポートで開

催され、当クラブより 11 名が出

席しました。 

地区協議会は次年度の地区の

運営方針を各クラブと共に協議

検討する会議でありますが、今回の地区協議会は午前

の全体会議の終了後から荒れ気味となりました。 

ガバナーエレクトに対する質問状の提出に関して、

エレクトがＲＩ理事会に対して和歌山南ＲＣを活動
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停止処分する申請を行いました。この件に関して、ガ

バナーエレクトに対して質問を行い、ガバナーエレク

トの一方的な行為を自粛するよう各クラブから要請

しましたが、結論が出ないままとなりました。この結

果、部門別会議に出席したロータリアンは出席者の三

分の一位だったと思います。三分の二の会員は全体会

議が行われた議場に残り、2640 地区の置かれている

現状に関して協議し、多くの意見が出されたようです。 

私は会長部門会議に出席しました。この席でも、か

なりの混乱がありましたが、和歌山南 RC 会長エレク

トとガバナーエレクトがある程度歩み寄り、ＲＩへの

活動停止申請を取り消すとの譲歩を得ました。 

しかし、次年度の予算に関しては、反対者が多く承認

されませんでした。現在、2640 地区はこうゆう状況

でありますが、我が海南東 RC が一致団結して活動を

続けていくことが最も重要なことと考えます。 

 
８．会員卓話 
フィリピン訪問報告         会長 花田 宗弘 君 
3 月 14日より 17日まで WCSの目的でフィリピンを

訪問して来ましたので報告致します。参加者は小島パ

ストガバナー、平原パストガバナー夫妻、当クラブか

らは中西幹事と私の計 5名。今年は皆様の都合が悪く

少人数の訪問となりましたが、パストガバナーが 2

人も参加して頂

いたので大変有

意義な交流を行

うことが出来ま

した。 

持参したのは

皆様方から援助

頂いた寄付（当

クラブ及び海南

西クラブ）合計

20 万円と地区ガ

バナーから頂い

た 10万円分の教

材です。 

最初に訪問し

たのは山の中に

ある小、中学一

緒になった学校

で 全 生 徒 数 は

500 人位。ここで

教材と水タンク、

先に送付した中

古のＴＶの贈呈

式を行い、生徒

によるダンスや

歌による歓迎を

受けました。 

次に訪問したのはマクタン島のコルドバ地区にあ

る赤十字の団体で、先に送付したミシンを利用して衣

類を縫製している作業場を見学、その後前回植林した

マングローブの成長状況を確認訪問しました。順調に

育っていました。 

翌日はマンダウエ

RCの女性会員ジャス

ミンの母親の誕生祝

いに出席、フィリピ

ンでは誕生祝いは大

きなイベントで 700

人もの参列者がある大パーティに驚かされました。来

年も訪問予定をしていますので、是非、皆さん、都合

をつけて参加してください。 

 

９．閉会点鐘 

 
次回例会 
第 1748 回例会 25 年 6 月 3 日(月) 

    18：30～  海南商工会議所 4Ｆ 

夜間例会 お誕生日・結婚記念日のお祝い 
  
 
 
 
宮田 敬之佑君 先日の鈴木フォーラム盛大に開催

することができました。皆様のご協

力ありがとうございました。 
ＩＤＭ ２ 組  ＩＤＭ清算後のおつりです。 
中村  寛様  初めて海南東 RC にメイクアップ

(岩出 RC)       しました。本日はお世話になります。 
 
 
 

 
 

2013 年 規程審議委員会 
4 月 21～26 日、アメリカ・イリノイ州シカゴで、

規定審議会が開催されました。世界の 532 の地区から

528 人の代表議員が出席して（日本からは 34 地区の

代表議員全員が出席）、立法案を審議しました。審議

の結果は、国際ロータリー事務総長から、2か月以内

に全クラブに送られることになっていますが、変更さ

れた「国際ロータリー定款」「国際ロータリー細則」

「標準ロータリークラブクラブ定款」は、本年 7月 1

日施行となります。 

新年度の準備に影響があるものもありますから、審

議結果について、速報をお届けします。審議会の結果

につきましては、各クラブで検討をして反対の場合は、

その意思をＲＩに書面で提出することができます。手

続きにいては、ＲＩ事務総長からの報告書に同封され

ていますから、確認ください。 

 また、「標準ロータリークラブ定款」は、クラブ

名、所在地域を入れて、そのまま新しい定款を採用す

ることになります。「ロータリークラブ細則」は、新

しい「国際ロータリー定款」「国際ロータリー細則」

「標準ロータリークラブ定款」に矛盾しないようクラ

ブで検討し、「ロータリークラブ細則」の変更手続き

に従って変更をすることになります。 

会報委員会    委員長：谷脇 良樹  副委員長：奥村 匡敏  委員：小椋 孝一 岸 友子 横出 廣 阪口 洋一


