
 
 
 
 
 
 
 

第 1838 回例会  

平成 27 年 7 月 6 日(月) 
18：30～ 新年度初例会 海南商工会議所 4Ｆ 

お誕生日、結婚記念日のお祝い 
 

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 郎 彦昆 様 

５．出席報告 

会員総数 49 名  出席者数 34 名 

  出席率 69.39％ 前回修正出席率 89.59％ 

 

６．会長スピーチ      会長 阪口 洋一 君 

みなさん、こんばんは。多く

の会員のご出席ありがとうご

ざいます。いよいよ、2015～

2016 年度が始まります。ＳＡ

Ａの千賀さんが所要のため、山

田さんに代理をお願いいたし

ました。山田さんよろしくお願

いします。新入会員の村田宏之

さん、海南東ロータリークラブ

に入会有難うございます。当クラブ会員全員が歓迎い

たします。ロータリー・ライフを十分に楽しんでくだ

さい。後ほど、紹介者の大江さんよりご紹介させてい

ただきますので、よろしくお願いします。また、村田

さんのお世話役として、中西さんにお願いしたところ

快くお引き受け頂きました。村田さん、ロータリーの

ことについては何でも中西さんにご相談ください。中

西さん１年間、よろしくお願いします。米山記念奨学

生の郎君、ようこそお出でくださいました。 

 さて、私はこれからの１年間当クラブの会長を務め

させていただきます。歴史ある海南東ロータリークラ

ブの会長を務めさせていただくことは大変名誉なこ

とと嬉しく思っております。私は会社を定年退職して、

和歌山に戻ってきてから当クラブに入会させていた

だき１１年目になります。諸先輩がおられる中で、ロ

ータリアンとしてはまだまだ未熟でございます。ロー

タリーに入会させていただいたことで、多くの方と親

しくお付き合いしていたいただき、また奉仕の心を学

び、それを行動として表現することも学びました。ロ

ータリークラブに入会していなければ、今の自分は無

く、寂しい老後を過ごしていたことと思います。ロー

タリーに感謝です。 

本題の 2015～2016 年度のＲＩ、地区、海南東ＲＣ

の方針についてお話いたします。国際ロータリーの会

長 K.R.ラビンドラン氏（スリランカのコロンボ・ロ

ータリークラブ所属）は、今年度のテーマを「世界へ

のプレゼントになろう」としました。ラビンドラン氏

はロータリー会員に、より良い世界をめざして、時間、

才能、知識を世界中の地域社会に贈るよう呼びかけて

います。「ロータリアンが自らを『プレゼント』する

ことによって、世界中の人びとの生活を真に改善でき

るのです。」と世界のロータリアンに協力を求めてい

ます。具体的な目標は、ポリオの撲滅、会員増強、ロ

ータリー財団への寄付です。各課題に対する簡単な答

えはありませんが、何とかして答えを見つけなければ

なりません。それを見つけるのはほかでもない私たち

ロータリアンですと訴えています。   

2640 地区のテーマは「ロータリーの原点に戻ろう」

です。具体的な目標は、①ロータリーの基本を学ぶ 

②財団をサポートする ③会員増強に努める ④青

少年活動を推進する、の４つの項目です。 

クラブの方針は「明るく楽しいロータリー、奉仕の

心一歩一歩確実に」とさせていただきました。海南東

ロータリークラブの全員がロータリー・ライフを楽し

みながら、有益な奉仕活動ができることが理想である

と考えます。親睦と奉仕はロータリー・ライフを支え

る２本の柱です。ロータリー関係の資料に次のような

文章があります。ロータリーの運動の実態を見事に表

現した言葉として“入りて学び、出でて奉仕せよ”と

言う言葉があります。世の中のあらゆる有能な職業か

ら選ばれた職業人が、一週一回の例会に集い、例会の

場で、職業上の発想の交換を通じて、分かち合いの精

神による事業の永続性を学び、友情を深め、自己改善

を図り、その結果として奉仕の心が育まれます。この

例会における一連の活動のことを「親睦」と呼ぶので

す。例会で高められた奉仕の心を持って、それぞれの

家庭、職場、地域社会に帰り、奉仕活動を実施します。

これが理想とされるロータリー・ライフです。 

 ロータリーの活動は、１年の任期期間で毎年異なる

事業を行って奉仕活動を達成させるものや、数年をか
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けて継続的に行う必要のある奉仕活動もあります。地

域と密着した奉仕活動と海外のロータリークラブと

友好を深め、世界への奉仕活動を継続していきたいと

考えます。当クラブでは、近年、例会や奉仕活動行事

への出席が少なくなっている状況にあります。このこ

とは、当クラブに限らず多くのクラブに共通した悩み

であるように思います。今年度は多くの会員のみなさ

まが、いままでより少しでも構いませんので、日々の

時間をロータリー活動に充ててください。毎週一度、

例会で親しい仲間と和気あいあいの雰囲気の中で食

事を楽しみ、語り合いロータリーを楽しんで頂きたい

と思います。2640 地区は相変わらず、問題が生じて

いる状態にあります。しかしながら、ロータリーはク

ラブが主体であり、そのクラブを支えるのが個々のロ

ータリアンです。平和で友愛に満ちた 2640 地区が戻

ることを望むばかりです。 

 力不足な私ですが、素晴らしい会員の皆様と今年度

理事役員を務めていただく方々のご協力、ご支援をい

ただき１年間頑張ってまいる所存でございます。 

どうぞ、よろしくお願い申し上げます。 
 

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

和歌山城南ＲＣ 7月 23 日（木）→ 7 月 23 日（木） 

18：30～「 一心 」サマー例会 

和歌山東ＲＣ  7 月 30 日（木）→ 7 月 30 日（木） 

18：30～ ホテルグランヴィア 

10Ｆ屋上（ビアパーティ） 

○休会のお知らせ 

 和歌山城南ＲＣ  7 月 30 日（木） 

 海南西ＲＣ    7 月 30 日（木） 

 

８．新旧会長・幹事バッジ交換 

 
 
 
 
 
 
 
 
９．新入会員の入会式 

 

 

 

 

 

 

 

10. 米山記念奨学生 郎 彦昆 君、乾杯 上野山副会長 

 

 

 

 

 

10．閉会点鐘 

 
次回例会 

    第 1839 回例会 27 年 7 月 13 日(月) 
     海南商工会議所 ４F 12：30～ 

卓話 台湾 彰化東南 RC 創立 20 周年記念式典 
訪問報告 

 
 
 

 

     Happy birthday！ 

７月のお祝い 

○会員誕生日  
３日 藤山 陽三 君   ５日 上田 善計 君 
10日 宮田 敬之佑君    23日  田中 秀夫  君 

○奥様誕生日 

３日 村田 絹子 様    12日 前田 洋子 様 

18日  小久保  マユミ様  21日  田中  智子  様  
○一般ニコニコ 

山田 裕之 君  阪口会長はじめ、新年度の理事の

皆様、がんばって下さい 

上野山 雅也 君 阪口年度よろしくお願いします。 

深谷 政男 君  最終例会 欠席してすみません。 

桑添  剛 君   阪口年度、スタートおめでとうご

ざいます。理事役員の皆様、ご苦         

労様です。がんばって下さい。 

上中 嗣郎 君  村田様、入会おめでとうございま

す。阪口会長、がんばって下さい。 

寺下  卓 君  阪口会長、祝船出。村田さん、入

会おめでとうございます。 

宇恵 弘純 君  阪口会長の前途を祝して。がんば

って下さい。 

山畑 弥生 君   阪口会長、横出幹事、千賀ＳＡＡ、

一年間お身体に気をつけて頑     

張って下さい。山田さんＳＡＡ代

行ご苦労様。 

花田 宗弘 君  阪口新会長 今年度よろしくお願

い致します。 

小椋 孝一 君  阪口会長、役員の皆様、１年間ご

苦労様です。頑張って下さい。応

援しています。 

谷脇 良樹 君  阪口会長はじめ幹事、役員さんよ

ろしくお願いします。 

阪口 洋一 君  本日、初日です。皆様のご協力宜

しくお願いします。 

横出  廣 君  本日、初日です。皆様のご協力宜

しくお願いします。 

花田 宗弘 君    阪口会長、理事、役員のみなさん。

１年間ご苦労様です。 

吉田 昌生 君  藤白神社周辺の世界遺産の追加登

録、ご協力お願いします。 

田岡 郁敏 君  阪口会長、理事、役員のみなさん。

１年間ご苦労様です。 

阪口新会長と谷脇前副会長（代理） 横出新幹事と中西前幹事 

阪口会長からバッジ授与    挨拶する村田宏之新会員 

会報・広報・雑誌・IT 委員会    委員長：三木 正博   副委員長：寺下 卓   委員：大谷 徹  林 孝次郎  山田 裕之  重光 孝義


