
 
 
 
 
 
 
 

第 1759 回例会 ガバナー公式訪問 

平成 25 年９月２日(月) 
19：00～ 海南商工会議所 4Ｆ 

綛田 さよ志さん 新入会員 歓迎会 

 

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 

シンガーソングライター 小椋 誠也 様 
    米山奨学生 アーマド シャキル ビン・アズミ 君 

５．出席報告 

会員総数 51 名 出席者数 38 名 

  出席率 74.58％ 前回修正出席率 68.63％ 
 

６．会長スピーチ     会長 小椋 孝一 君 

皆さん今晩は、早いもので

昨日から 9 月です。会長にな

ってから二ヶ月が経ちました。

朝夕涼しくなりめっきり過ご

しやすくなりました。でもま

だまだ残暑厳しい日が続きま

すので自分自身の体調管理を

よろしくお願いします。 
今日、埼玉県や千葉県など

で竜巻が発生しました。被害にあわれた皆様にお見舞

い申し上げます。又、米山奨学生、アーマド・シャキ

ル・ビン・アズミ例会出席ごくろうさまです。 
さて、世界経済情勢すなわちシリアの化学兵器使用

疑惑でキャメロン英首相は 28 日、同日中に国連安保

保障理事会に「アサド政権による化学兵器使用」を非

難する決議案を提出することを明らかにした。事実上、

軍事攻撃容認を求める決議案になります。これにより

アメリカが軍事行動にでれば世界経済の悪化のみな

らず原油が上がり、ガソリンの上昇につながる。又日

本経済もようやくアベノミクスの三本の矢により上

昇しつつある経済にも関わらず、今後の経済情勢はど

うなるかが見所であろう。 
今日の例会は新入会員綛田さんの歓迎例会になっ

ていますので会員のみなさんご協力よろしくお願い

いたします。 

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

粉河ＲＣ  9 月 18 日（水）→ 9 月 18 日（水） 
18：30～ レシアンエラメール 

（観月家族例会） 
                                                     
高野山 RC 9 月 20 日（金）→ 9 月 21 日（土） 

「災害募金」 
 

８．新入会員 歓迎アトラクション（ミニライブ） 

シンガーソングライター 小椋 誠也 様 
①明日 ②届けたい言葉 ③ユメカゼ（全国商工会青

年部の応援歌） 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．米山記念奨学金の贈呈 

 

 

 

 

 

 

 

 

10．閉会点鐘 

 

次回例会 

  第 1760 回例会 25 年９月９日(月) 

    海南商工会議所 ４F 12：30～ 

ゲスト卓話 「高野の百姓一揆」 
       紀美野町 町誌編纂委員長  森下 誠 様 
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Happy birthday 

 
 
☺会員誕生日 

１日 桑添  剛君   ７日 中村 俊之君 
１７日 柳生 享男君  １８日 荻野 昭裕君 
２３日 前田 克仁君  ２５日 大谷  徹君 
２８日 岸  友子君  ２９日 山田 裕之君 
   
☺奥様・旦那様誕生日 

 ４日 深谷 恵子様   ８日 柳生 多恵子様 
１１日 大江 由美子様 １４日 吉川 かつ美様 

２０日 山畑 雅志様 
   
☺結婚記念日 

１７日 柳生 享男君  ２４日 山田 裕之君 

２９日 魚谷 幸司君 

☺一般ニコニコ 

深谷 政男君   大事にしていた船が隣の船の自熱

発火で延焼沈没。幸い怪我なく、

助かりました。木地さんにもお手

伝いいただき、ありがとうござい

ました。 

宮田 敬之佑君 綛田さん入会おめでとうございま

す。又、タバコ仲間も増えました。

ありがとうございます。 

宮田 貞三君  綛田さん入会ありがとうございま

す。ロータリー人生、末長く続け

る秘訣は友達をたくさん作ること。

又、友達をたくさん入れることで

す。よろしくお願いします。 

木地 義和君   ８○会に復帰、入会させていただ

きます。 

宇恵 弘純君   木地さん、一緒に健康にゴルフを

しましょう。又、多くの方が８○

会に入会していただき、ありがと

うございます。 

上中 嗣郎君   綛田さん、入会おめでとうござい

ます。 

岩井 克次君   野球（甲子園）の写真を寺下さん

からいただきました。クロスにで

も飾っていただけるとありがたい

です。 

上田 善計君   日頃、昼間の例会に出れなくて、

すみません。夜間例会のみになっ

ていますが、楽しませてもらって 

ます。ありがとうございます。 

柳生 享男君   66 歳の誕生日を迎えて、これから

もっとゴルフをがんばってシング

ルを目指します。 

上野山 雅也君 綛田さん入会、歓迎いたします。 

中西 秀文君  土曜日にソフト２試合して、その

後１時半まで１升飲みました。明

くる日 8:00～ゴルフをしました。

後半大変な思いをしましたが、楽

しかったです。 

楠部 賢計君  8月 30日と 31日に第 62回神宮式

年遷宮、お白石奉献にご奉仕させ

ていただきました。 

花田 宗弘君  伊勢神宮の式年遷宮のお白石奉献

に行かせていただきました。 

小椋 考一君  会長になってようやく 2 ヶ月がた

ちました。副会長、幹事、ＳＡＡ、

理事の皆様ご苦労さんです。 

大谷   徹君  小椋誠也君、本日よろしくお願い

します。 

重光 孝義君  小椋誠也君、本日よろしくお願い

します。 

綛田 さよ志君 今日は、ありがとうございます。

これからもよろしくお願いしま

す！ 

 

 

 

 

2015-16 年度会長にラビンドラン氏 
コロンボ・ロータリークラブ（ス

リランカ）の会員、K.R. "ラビ" ラ

ビンドラン氏が、指名委員会により

2015-16 年度国際ロータリー会長に

選出されました。10 月 1 日までに対

抗候補者が出ない限り、ラビンドラ

ン氏が会長ノミニーとなります。 

会員増強がロータリーにおける最優先課題である

と考えるラビンドラン氏は、「会員増強を図る上で、

今後も若い世代を重視するとともに、経験豊富な退職

者にも入会してもらわなくてはなりません。一つの方

法で、世界中の会員問題に対処することはできないと

いう認識に立ち、地域別の会員増強計画を立てたのは

適切であると思います」と述べています。 

ラビンドラン氏は「アルバート・アインシュタイン

が『同じことを繰り返しながら、違う結果を望むこと

を、狂気という』と言ったように、ロータリーの従来

の方法は、良い結果を生みませんでした。今回の地域

別会員増強計画で、世界が 22 の地域に分けられ、そ

れぞれの地域にあった計画が実行されていることを

うれしく思っています」と述べました。「ロータリー

が与えてきたインパクトを人々に理解してもらえる

よう、ロータリアンが、特にソーシャルメディアを通

じて、一貫性のあるかたちで、ロータリー・ストーリ

ーを伝えていかなければなりません」と、ラビンドラ

ン氏。「私たちのアイデンティティは、シンプルで、

ロータリーの中核となる価値観に基づいたものであ

り、しかも、ロータリアン以外にも分かりやすいもの

でなければならないと思います」 

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


