
 

 

 

 

 

 

 

第 1872 回例会  

平成 28 年 4 月 25 日(日) 
12:30～ 海南商工会議所４F 

 
１．開会点鐘       

２．ロータリーソング        「手に手つないで」 

３．出席報告 

会員総数 48 名   出席者数 30 名 

  出席率 62.50 ％  前回修正出席率 64.02 ％ 

 

４．会長スピーチ      会長 阪口 洋一 君 

みなさん、こんにちは。本日の

卓話は、3 月 5 日と 20 日に行わ

れましたＰＥＴＳの報告を上野

山エレクトにしていただくこと

になっております。上野山さんよ

ろしくお願いします。また、昨日

は次年度の地区研修協議会に出

席していただきました皆様お疲

れ様でした。 

先週の日曜日の家族例会は、大勢の会員とご家族の

皆様に参加していただき、九度山から高野山で楽しい

１日を過ごさせて頂きました。午前中は小雨だったの

ですが、午後から快晴となり汗ばむほどでした。計画

していただいた親睦活動委員会の前田委員長はじめ

委員の皆様ありがとうございました。本覚院での精進

料理はとてもおいしかったですし、金剛峰寺での法話

と寺院内の見学はすばらしかったです。お世話してい

ただきました小椋さんありがとうございました。 

 バナー事務所から熊本地震災害義援金の協力お願

いしますとのメールが来ております。当クラブとして

義援金をお届けしたいと思いますので、理事会メンバ

ーの方は例会終了後臨時理事会を開催いたしますの

で少しお残り頂きますようお願いいたします。 

もう１通、ガバナー事務所よりガバナーノミニーの

被推薦者の届け出があり、受理しましたとのメールが

入っております。受理日：2016 年 4 月 12 日、推薦ク

ラブ：和歌山ロータリークラブ、ガバナーノミニー候

補者：樫畑直久尚氏 (株)南北代表取締役社長。 

本日は、ロータリーの友４月号から第 2760 地区愛

知県の碧南ロータリークラブの記事を紹介させてい

ただきます。「生きるレジェンド」と言うタイトルで、

1959 年創立のチャーターメンバーで、現在 96 歳の山

中寛三さんと言う内科のお医者さんが現在も現役で

毎週例会に出席されているそうです。2760 地区のガ

バナーは地区方針として「ロータリーの原点に学ぶ」

を揚げ、ロータリークラブが今、過渡期にあり、近年

その方針が従来の考え方と少しずれが生じているの

ではないかと、地区全体として原点に立ち返って改善、

改革の必要性があると提唱しています。この点に関し

ては 2640 地区も同じではないかと思います。この方

針に沿って、山中氏からクラブ創立当初の志を聞くこ

とで聡明な導きを頂けるものと考え卓話をお願いし

ました。山中氏は 30 分を超える卓話の間、椅子を使

うこともなく立ったままで創立当初の思い出を、様々

なエピソードを交えながらユーモアたっぷりに語り

ました。創立会員の志の高さや、それぞれの会員の奥

の深さまで垣間見ることができ、あっという間の卓話

でした。我がクラブにもまだ 80 歳を少し超えたばか

りの宮田さん、楠部さんがおられます。96 歳までま

だ相当ございます。我がクラブも創立当初は出席率等

に関してもシビアであったとお聞きしております。一

度、創立当初からのお話しをお聞かせいただきたく思

います。 

 

５．幹事報告         幹事 横出  廣 君 
○メーキャップ 
 寺下  卓 君  和歌山東ＲＣ 4 月 14 日 
○例会臨時変更のお知らせ 
田辺東ＲＣ 5 月 11 日（水）→ 5 月 10 日（火） 

18:30～ 白浜エクシブ 
田辺はまゆうＲＣとの合同例会 

岩出ＲＣ  5 月 19 日（木）→ 5 月 19 日（木） 
7:00～ 早朝例会 

ホテルいとうクリスタルルーム 
○休会のお知らせ 
 和歌山北ＲＣ 5 月 2 日（月） 
 岩出ＲＣ   5 月 5 日（木・祝） 
 和歌山中ＲＣ 5 月 6 日（金） 
 和歌山南ＲＣ 5 月 6 日（金）27 日（金） 
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６．会員卓話 

ＰＥＴＳ報告    会長エレクト 上野山 雅也 君 
○2回(2 日)に分けて開催 

第 1 日目 3/5(土) ホテ

ル・アゴーラリージェンシ

ー堺 

第 2日目 3/6(日) 和歌山 

 県 JA ビル 2F 

第 1 日目 

①福井ガバナーエレクト開会

点鐘により始まりました

(P6.P12) 

②辻ガバナーの挨拶 

③福井エレクトより次年度 RI テーマ及び地区基本方

針(P10) 

RI テーマ「人類に奉仕するロータリー」 

④次期地区代表幹事の山田氏より地区組織・地区行事

予定の発表 

9/12 ガバナー公式訪問 

10/19 記念ゴルフ大会 聖丘カントリークラブ 

10/22(土)～10/23(日) 地区大会 

 ホテル アゴーラリージェンシー堺 

2017.6/10～6/17 世界大会 米国 アトランタ 

⑤次期地区財務委員長より次期予算(案)、クラブ分担

金(案)の説明   希望分担金＠2万円 

第 2日目 

福井エレクトの閉会点鐘より始まり 

①辻ガバナー挨拶 

②第 3ゾーンロータリー財団地区コーディネーター 

パストガバナー村上氏の「財団の現状について」講

話、午後は各セッションに分かれセッションテーマ

の議論 

テーマ「我々全員にとりガバナーとは？その選び方

は？」 

①現行 ガバナーノミニーの選出方法はRI細則第13

条の規定により 

 １ガバナー指名委員会 

 ２選挙 地区大会における選挙・郵便投票におけ

る選挙 いずれかの方法(優先順位なし) 

②実状 候補者が出ない。又は出身クラブが推さない

事態がある。 

③過去の慣習をもう一度整理することも重要(和歌山

/大阪の交代制等) 

クラブの推薦が第一条件(勝手に個人で立候補させ

ない) 

各 IM 単位で候補者を推薦等かけることが必要 

交代制は理想であるが、現実を見ることの方が大切 

④軸役員、委員の要請とクラブの意思→当然クラブの

同意が必要である。 

⑤ガバナー事務所の設け方 

ガバナーのやり易い事が一番重要であるが、経費等

を考えるに地区の中間である和歌山市に事務所を

置くことが理想である。 

 

７．閉会点鐘 

 

次回例会 

第 1873 回 平成 28 年 5 月 9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 
 

 
 
 
 
上野山 雅也 君 ＰＥＴＳ 報告させて頂きます。 

         昨日、地区協議会出席の皆様お疲

れ様でした。 
深谷 政男 君  昨日は地区協議会欠席してすみま

せんでした。 
木地 義和 君  家族会、お世話になりました。 
山東 剛一 君  先日は、前田親睦委員長、魚谷さ

ん。お疲れ様でした。昨日は上野

山エレクトにつれて頂いて地区協

議会に行きました。 
 中西 秀文 君  地区協議会出席の皆様、お疲れ様

でした。 
山畑 弥生 君  昨日、地区協議会出席ご苦労様で

した。上野山エレクトありがとう

ございました。 
寺下 卓 君  地区協議会、中学校の同窓会があ

り、欠席させて頂きました。 
田岡 郁敏 君  地区協議会、参加してきました。 
小椋 孝一 君    地区協議会、会員増強部門会議に

出席しました。 
林 孝次郎 君  花田さんは、昨日、台湾に着きま

した。 
 
 
 

 

日本とエクアドルでの震災救援について 
 

日本の九州地方とエクアドルで発生した震災によ

り、多くの死傷者と甚大な被害が出ています。この緊

急事態に対応するため、それぞれの地元ロータリー地

区で災害救援基金が設置されています。 

○日本： 第2720地区（熊

本県と大分県）が設置し

た救援基金に義捐金を

送金するには、前田眞実 

地区ガバナーエレクト

と連絡をお取りの上、送

金方法をご確認くださ

い。 

○エクアドル：第 4400 地区が設置した救援基金に義

捐金を送金するには、Manuel A. Nieto Jijon 地区ガ

バナーと連絡をお取りの上、送金方法をご確認くださ

い。 

皆さまからのご支援をお願いいたします。 

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 


