
 

 

 

 

 

 

 

第 2001 回例会 

平成 31 年 7 月 1 日(月) 
海南商工会議所 4F 19:00～ 

【新年度 初回例会】 

会長運営方針 お誕生日、結婚記念日お祝い 

 

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 
ビン アブドゥル ハディ アブドゥル ハリス アシュラ 君 

５．出席報告 

会員総数 43 名 出席者数 30 名 
出席率 74.42%  前回修正出席率 85.37％ 

 

６．会長スピ-チ        会長 寺下 卓 君 

新年度の初めての会長スピ

ーチをさせていただきます。は

じめに、新会員の田中さん、溝

端さん。ようこそ海南東ロータ

リークラブへ。ご入会、有難う

ございます。会員一同、大歓迎

いたします。早く、皆さんの顔

や名前を覚えていただき、親睦

と交流を深め、活動にも積極的にご参加いただきた

いと思います。また、今月、お誕生日、結婚記念日

を迎える皆さん。おめでとうございます。それから、

米山記念奨学生のハリス君。ようこそ、お越しくだ

さいました。残念なことは、チャーターメンバーの

宮田さんがここにおられないことです。また、先週、

土井さんから、お電話がありました。丁度、医大か

らの帰りに会社へ寄ってもいいか、との事でしたが、

あいにく甲子園の出発と重なり、電話のみになって

しました。現在、頑張って治療中とのことです。「早

く元気になり、ロータリーの皆さんと会いたい」く

れぐれも、皆さんによろしくお伝えください」との

ことでした。 

さて、今日は、7月 1日（月）、あっと言う間に新

年度がスタートしました。特に６月に入ってから、

RLI や会長エレクト会議、合同理事会など、例会の

ほかに、毎週、ロータリー関係の予定がありました。

特に後半の先週は、23 日～25 日まで台湾訪問があ

り、前田さんと赤松さんの３人で参加しました。残

念なのは、山畑会長年度の 2000 回最終例会と重な

ってしまったことです。直前会長の山畑さん、幹事

の中村さん、SAA の田岡さん始め、理事のみなさん。

本当にご苦労のほか、お疲れ様でした。心から御礼

申し上げます。さらに 28 日、29 日の先週の金土は、

全国ロータリー野球大会があり、宮崎西 RCと対戦。

チームワークとみんなの頑張りで、今回も勝利する

ことができました。みなさん、お疲れ様でした。 

では、会長運営方針を発表させていただきます。 

 

会長運営方針 

2019-2020 年度 国際ロータリー会長 マーク・ダ

ニエル・マローニー氏 の RI 会長テーマは「ロータ

リーは世界をつなぐ」

（ ROTARY CONNECTS 

THE WORLD）です。強

調事項は、ロータリー

を成長させることで

す。奉仕活動やプロジ

ェクトのインパクト

を成長させることで

す。特に重要なのは、会員を増やすことです。そし

て、ロータリーを通じて、親睦を深め、お互いがつ

ながることができます。さらに、ロータリーの支援

が必要とする人たちとつながります。私たちは、人

類の素晴らしい多様性とつながり、共通の目的にお

いて末永く続く深い絆を創り出します。ロータリー

の活動で家族と共に補完し合い、奉仕と平和という

精神の下に世界中の人びとがつながります。と述べ

ています。 

国際ロータリー第 2640 地区ガバナー 中野 均 

氏 のスローガンは、「参加してロータリー活動を楽

しもう」です。参加することで改めて、ロータリー

活動の楽しみや良さが認識されます。ロータリー活

動の魅力をアピールし、会員増強につなげよう。と

掲げています。 

海南東ロータリークラブの会長標語（スローガ

ン）は、「創立 45 周年の歴史を胸に刻み、調和のと

れた親睦と奉仕で、未来へつなごう！」です。1975

年の創立以来、これまで歩んできたクラブの歴史や
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先輩諸氏が築いてきたクラブの良き伝統や精神を

受け継ぎ、更にクラブを発展させ、繋いでいくこと

です。そして、ロータリー精神を共有する優れた人

達と親睦を深め、学び、一緒に活動することで、絆

を深め、人間として、また、職業人として、高めて

いくことだと考えます。 

また、クラブの活動においては、クラブのみんな

が知恵を出し合い、話し合い、共に汗をかき、奉仕

プロジェクトや活動に参加し、ロータリーの知識や

理論だけではなく、実践を通じて、理解していくこ

とが必要です。 

更に課題である「ロータリーの変化への対応」で

す。ロータリーは、年々、進化し、変化を続けてい

ます。公共イメージと認知度の向上、多様性のある

会員増強では、クラブだけの殻に閉じこもることな

く、もっと地域社会や他団体、若者、家族とつなが

り、活動の輪を広げ、協力と連携、交流を深めるこ

とで、ロータリーを知ってもらい、さまざまな人び

とが入会できる多様性のある会員増強を図ること

が求められています。皆さんの意見や提言を集約し、

その中で、良いと思われることを模索しながら、検

討し、試行し、段階的に取り入れて行ければならな

いと考えています。 

会長運営方針は以上のとおりですが、少し、補足

させていただきますと前の PETS 報告でも申し上げ

ましたが、私は、いきなり、クラブを大きく変革す

ることは望んでいません。ましてや改革などと考え

たこともありません。これまでの歩んできたクラブ

の歴史や先輩諸氏が築いてきたクラブの良き伝統

や精神を守り、受け継ぎ、ロータリーの目的やルー

ル、ＲＩの決定事項に従い、４つのテストを肝に命

じ、更にクラブを発展させ、繋いでいくことが役目

だと思っています。 

ただ、当たり前のことですが、海南東ロータリー

クラブをより良くしようとの共通の思いの中で、そ

ための、新しい方策や手段を取り入れることは必要

だと思っています。 

まず、今回の会場レイアウトでは、事前に理事予

定者会議、例会運営委員会で協議し、会長、幹事、

SAA の席を下座の左前に変えさせていただきました。 

次に、夜間例会の飲み物ですが、経費節減のため、

持ち込みとし、少しご不便をお掛けしますが、種類

も多くしましたので、お好きな飲み物を各自でお選

びいただきたいと思います。 

さらに、今月の例会プログラムですが、7月 29 日

がガバナー訪問になりました。本来ならば、第５週

に当たり、休会となっています。地区から、事前の

相談もなく PETSや地区協で日程が示されましたが、

このため、地区に変更を打診しており、さらに、谷

脇さんからもガバナー補佐会議で申し入れをして

いただいたところですが、地区の上松瀬代表幹事か

ら、直接、丁重に謝罪と協力のお願いがあり、理事

予定者会議で経過説明し、協議した結果。地区への

協力と言う観点から、例会臨時変更で対応させてい

ただくことになりました。何卒、ご理解、ご了解く

ださいますようお願いします。 

まだまだ、不慣れな点も多く、ご不満や不手際、

行き届かない点も多々、あるかと思いますが、ロー

タリーの友愛と寛容の精神に免じ、何卒、ご指導と

ご鞭撻に加え、ご支援、ご理解、ご協力を切にお願

い申し上げます。ご清聴有難うございました。 
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７．幹事報告                幹事 前田 克仁 君 

○例会臨時変更のお知らせ 

 和歌山西ＲＣ  7 月 17 日（水）→7月 18 日（木） 

18:00～ 「魚菜八風」 

富田林ＲＣ（富田林南ＲＣと合併） 

５月１日から 月の前半２回 12:30～13:30 

市民会館 松の間 

月の後半２回 18:30～19:30

市民会館内レストラン 「大楠公」 

○休会のお知らせ 

 海南ＲＣ    7 月 17 日（水） 7 月 31 日（水） 

 田辺東ＲＣ   7 月 24 日（水） 8 月 14 日（水） 

 和歌山東南ＲＣ 7 月 31 日(水） 

○７月ロータリーレート 

  １＄＝１０８円 

○2018-2019 年度の意義ある奉仕賞における社会奉

仕奨励賞を当クラブが受賞することになりました。 

 

８．新旧会長・幹事バッジ交換  ご苦労様！ 
 

 

 

 

 

 

 

９．新入会員紹介・バッチ授与 おめでとう！ 
 
 
 
 
 
 
 

田中 淳 君            溝端 文蔵 君 

会長からバッチ贈呈。入会おめでとうございます。

みなさん、これから、宜しくお願いします。 
 

 

 

 



10．米山記念奨学金の贈呈   頑張って下さい！ 

米山記念奨学生 ハリス 君 

           新年度も宜しくお願いし

ます。有難うございます。 

 

 

 

 

 

 

11．地区委員の委嘱状    地区もよろしく！ 

○R財団補助金小委員会 委員長 花田 宗弘 君 

○IT 委員会 委員長       寺下  卓 君 

○社会奉仕委員会 委員     谷脇 良樹 君 

○ローターアクト委員会 副委員長 

雑誌･公共イメージ委員会 委員 中西 秀文 君 

 

 

 

 

 

 

12．乾杯        副会長  重光 孝義 君 

 今期、副会長をさせていただ

きます。みなさん、宜しくお願

いします。最初の乾杯です。新

年度のスタートを祝して！ 

 

 

 

 

13．閉会点鐘 

 

次回例会 

第 2002 回  2019 年 7 月 8 日(月) 

12:30～ 海南商工会議所 4F 

決算報告 監査報告 予算案審議 

100％出席表彰 

 

 

 

 

７月のお祝い 

○会員誕生日  
５日 上田 善計 君    ８日 奥  喜全 君 
22日 溝端 文蔵 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  
21日 赤松 全世 様  
○一般ニコニコ 

寺下  卓 君  今期よろしくお願いします。 

前田 克仁 君      〃 

魚谷 幸司 君      〃 

重光 孝義 君  副会長をさせて頂きます。１年

間よろしくお願いします。 

阪口 洋一 君  寺下会長年度、理事役員の皆様

１年間よろしくお願いします。

溝端文蔵さん、田中 淳さん、海

南東ロータリークラブに入会し

て頂きありがとうございます。

一緒にロータリーライフを楽し

みましょう。 

山名 正一 君  溝端さま、田中さま、ご入会お

めでとうございます。 

上中 嗣郎 君       〃 

岸  友子 君  寺下会長、前田幹事、魚谷 SAA

新年度 頑張って下さい。 

岩井 克次 君  一昨日、野球、七連勝してきま

した。 

中西 秀文 君  いいチームになりました。来年

も頑張りましょう。 

赤松 昭二 君  昨年、親睦委員長を務めさせて

頂きました。台湾も歓迎して頂

き良かったです。野球も良かっ

たです。 

宇恵 久視 君  野球、エラーしないように、頑

張ります。 

倉橋 利徳 君       〃 

奥  喜全 君  野球 複数エラーしてしまいま

した。来年は心技体を鍛えて頑

張ります。 

中村 俊之 君  途中代打で三振しました。甲子

園で楽しんで来ました。 

田岡 郁敏 君  野球ヘルメット小さかったです。

買います！ 

箕嶋 利一 君  ケガで出場できなかったので残

念でした。ちょっと出ました。

来年ノックして鍛えます。 

重光 孝義 君  初めてピッチャーさせて頂きま

した。失点はエラーです。 

清水 敏光 君  キャッチャーさせて頂きました。

ランニングホームラン打たせて

頂きました。強い打撃チームに

勝ててうれしかったです。 

楠部  均 君  初めての甲子園で感動しました。

来年はレギュラーとります。 

魚谷 幸司 君  キャプテンとして、みなさんあ

りがとうございました。 

寺下  卓 君  通算７勝３敗１引き分け、強い

チームになり、うれしいです。 

前田 克仁 君  台湾訪問から、甲子園の野球と

先週はロータリーづけでした。

野球 9番ファスト勝利のヒット

打てて良かったです。 

山畑 弥生 君  田中さん、溝端さん入会ありが

とうございます。昨日 JC の 50

周年記念式典に最後の会長の務

めを果たしました。 



上野山 雅也 君 野球ご苦労様でした。 

花田 宗弘 君  最終例会欠席してすみませんで

した。五島列島行って来ました。

和歌山との関係は深い歴史があ

ります。 

田中 祥秀 君  今年、野球参加出来ず残念です。 

大江 久夫 君  来年ピッチャーなら、野球部入

ります。新年度皆さん頑張って

下さい。 

桑添  剛 君  田中さん、溝端さん。入会あり

がとうございます。野球部おめ

でとうございます。 

倉橋 順子 君  野球部のマネージャーです。前

夜祭、試合とみなさん、連日、

ご苦労様でした。野球の応援に

行かせて頂きました。試合は、

ひやひやしましたが、よかった

です。 

綛田 さよ志 君 クラブ活動熱心でなくてすみま

せん。委員長報告提出しました。 

谷脇 良樹 君  海南 JC 創立 50 周年に出席しま

した。 

山東 剛一 君  会長の時、台湾では寺下先輩に

お世話になりました。頑張って

下さい。 

寺下 前田 赤松 君 

台湾訪問の旅費残金です。 

 

第 36 回 全国ロータリー野球大会 
11 回目の出場 

6 月 28 日(前夜祭)、29 日(試合) 

ホテルヒューイット甲子園・阪神甲子園球場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

友好姉妹クラブ 

台湾・彰化東南 RC 訪問 
6月 23 日～25 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2020 年度 役員一覧 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブ会報・雑誌委員会  委員長：重光 孝義  岸 友子  岩井 克次  千賀 知起  赤松 昭二  宇恵 久視  倉橋 順子  楠部 均  宮脇 節子  寺下 卓 


