
 
 
 
 
 
 
 

第 1752 回例会 (2013-2014 年・第一例会) 

平成 25 年７月１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  
アーマド・シャキル・ビン・アズミ 様 

５．出席報告 

会員総数 51 名 出席者数 36 名 

  出席率 70.59％ 前回修正出席率 90.20％ 

 

６．会長スピーチ     会長 小椋 孝一 君 

皆さん、こんばんは。いよ

いよ 2013-14 年度がスター

トしました。 
はじめに、ロータリー国際

大会ポルトガルへ参加され

た山畑さん、田村さん、林さ

んご苦労様でした。それから、

ゲストの米山奨学生のアー

マド・シャキル・ビン・アズ

ミさん、ようこそお出でくだ

さいました。また、当クラブの野球部が 7 月 6 日に全

国ロータリー甲子園野球大会に出場します。健闘を期

待しています。 
本年度のＲＩ会長はロン・Ｄバートン氏です。米国

ノーマンＲＣに所属し米国弁護士会の会員で又米国

ボーイスカウトのラスト、フロンティア、カウンシン

副会長を務めています。2013－2014 年度のロータリ

ーのテーマは「ロータリーを実践し、みんなに豊かな

人生を」であります。人生におけるあらゆる物事と同

じように、ロータリーの奉仕では、努力すればするほ

ど多くを得ることが出来ます、形だけの努力だけなら

大した成果は上がりませんし本当の満足感は得られ

ないでしょう。しかし、ロータリーを真に実践し、ロ

ータリーの奉仕と価値観を日々活かす決意をすれば、

自分がいかに素晴らしい影響をもたらすことが出来

るか見えてくるでしょう、そうして初めて人々の人生

を真に豊かにしようというインスピレーション、やる

気、パワーが湧くのです。そして何よりも、あなた自

身の人生が一番豊かになるはずです。 
第 2640 地区の方針は、「相互扶助」です。世界政

治の混乱、経済の先行き不安、今こそ、メンバーと家

族、共に働く仲間と地域社会に生きる人々との共生共

助こそロータリーイズムの原点であることを確認す

るとしています。 
我がクラブの方針は「会員の出席率の向上」です。

会員の退会者を事前に防止し理事役員が一丸となっ

て欠席会員に声などをかけて出席してもらうよう努

めます。「重点項目」は、①会員増強と出席率の向上 
会員増強は純増 3 名を目標としますが、それよりも

大会を防止することが大事である②海南東ロータリ

ークラブ 40 周年の組織の編成③ロータリーファミリ

ーの充実新春夫婦例会、家族例会、各クラブ行事への

積極的参加④国際交流と新世代プログラムへの関与、

姉妹クラブ、友好クラブとの交流、留学生との交流、

ローターアクト、インターアクトの活動を応援する⑤

同好会の充実、野球部、8○会、三笑会、ゑびす会、

マーリュリーの会、新品会、紀の女会。アウトドァー

クラブ、KF 会と親睦です。 
最後に、紀美野町立野上中学校の校訓に「和而不同」

（わじふどう）和して同ぜずと言う言葉があります。

意味は真の人格者は、人に対して決して不快な態度や

表情を出さず、常に相手を尊重しながら対応する、そ

して道理にそむいてまで人に同調するような交わり

方はしないと言うことらしいです。私もそんなロータ

リアンになりたいと思っていますので、今年一年間頑

張りますので海南東ロータリークラブ会員の皆様方

のご協力の程よろしくお願い申し上げ会長の挨拶と

させて頂きます。 
 
     幹 事      Ｓ.Ａ.Ａ 
 
 
 
 
 
 
 
    大谷 徹 君    重光 孝義 君 
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７．新旧会長・幹事バッジ交換 

 
 
 
 
 
 
 
    新旧会長        新旧幹事 

 

８．幹事報告         幹事 大谷  徹 君 
○例会臨時変更のお知らせ 

和歌山東南 RC 7 月 17 日(水)→7月 17 日(水) 

18:30～ ルミエール華月殿 

７月 24 日(水)→7月 24 日(水) 

12:30～ 和歌浦東照宮 

（移動例会） 

岩出 RC    7 月 18 日(木)→７月 14 日(日) 

13:00～ 岩出市総合保健福祉セター 

「ロータリーファミリーで食す男の料理」 

○事務所移転のお知らせ 

泉州 KUMATORI ロータリーEクラブ 

〒590-0078 大阪府堺市堺区南瓦町 1-19 

グラン・ビルド堺東３F 

TEL 072-211-5665 FAX 072-211-5556 

○７月ロータリーレート 

１＄＝９９円 

 

９．米山記念奨学生・奨学金贈呈 

 

 

 

 

 

 

 

米山記念奨学生 

アーマド・シャキル・ビン・アズミ 様 

 

９．乾杯         副会長 山畑 弥生 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 1753 回例会 25 年 7 月 8 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 

 １８日 小久保 マユミ様 ２１日 田中 智子様 
 １2 日 前田 洋子様 
☺一般ニコニコ 

 小椋 孝一君 本年１年間皆様の協力のもと頑張り

ますのでよろしくお願い致します。 

山畑 弥生君 本年度も宜しくお願い致します。 

 大谷   徹君 本年１年間よろしくお願いします。 

 重光 孝義君 １年間無事にすごせる様にがんばり

ます。又、皆様には SAA として、ご

迷惑をお掛けするかも知れませんが、

よろしくお願いします。 

 山東 剛一君 小椋会長はじめ、理事役員のみなさ

ん、ご苦労様です。 

 宇恵 弘純君 新役員、１年間頑張って下さい。 

 上中 嗣郎君       〃 

 桑添   剛君       〃 

 柳生 享男君 小椋会長、この１年間頑張って下さ

い。 

 谷脇 良樹君 小椋会長はじめ、新役員さん、お世

話になります。頑張って下さい。 

 

 

 

 

 

 

私たちは皆、世界をより良くする活

動に自ら参加するために、ロータリー

に入会しました。人生におけるあらゆ

る物事と同じように、ロータリーの奉

仕では、努力すればするほど、多くを

得ることができます。形だけの努力だけなら、大した

成果は上がりませんし、本当の満足感は得られないで

しょう。しかし、ロータリーを真に実践し、ロータリ

ーの奉仕と価値観を日々活かす決意をすれば、自分が

いかに素晴らしい影響をもたらすことができるかが

見えてくるでしょう。そうして初めて、人々の人生を

真に豊かにしようというインスピレーション、やる気、

パワーが沸くのです。そして何よりも、あなた自身の

人生が一番豊かになるはずです。 

2013-14 年度のロータリーのテーマ、そして私か

ら皆さんへのチャレンジは、「ロータリーを実践し 

みんなに豊かな人生を」です。皆さんは、ロータリー

の襟ピンを身につけることを選択しました。これから

どうするかは、皆さん次第です。 

会報委員会    委員長 ： 岸 友子    副委員長 ： 田中 祥秀   委員 ： 角谷 太基 朝井 修 土井 元司  吉田 昌生


