
 

 

 

 

 

 

 

第 2033 回例会 

2020 年 6 月 15 日(月) 
海南商工会議所４F 12：30～ 

PETS 報告 会長エレクト 花畑 重靖 君 

 
１．開会点鐘 

２．ロータリーソング       「我等の生業」 

３．出席報告 

会員総数 43 名 出席者数 25 名 
出席率 61.00 ％ 前回修正出席率 63.41 ％ 

 

４．会長スピ-チ        会長 寺下 卓 君 

皆さん、こんにち。長ら

く中断していました例会は、

ようやく先週の夜間例会か

ら、無事に開催することが

できました。今回も換気、

座席や消毒、マスク着用な

ど、予防に配慮しながらで

すが、開催させていただき

ます。本来なら、次の日曜

（６月２１日）は家族例会

の予定でした。残念ですが、これも自粛により中止

となりました。 

新型コロナウイルスにつきましては、昨日、14

日では東京で 47 名、大阪 1名など全国で 76 名の新

規感染者が出ました。幸いなことに和歌山県では、

5月14日の緊急事態宣言の解除前の5月12日以後、

今日まで新たな感染者も無く、また、治療中の入院

患者も依然０名となっていますが、まだまだ油断は

できません。予防に努め、早く収束へと向かうよう

気をつけなければなりません。 

一昨日の１３日、土曜日に地区の次年度ＩＴ、ガ

バナー月信委員会があり、私（引き続き委員長とな

ります。）が開きました。次年度のホームページや

月信のデザイン、予定記事などを協議しました。こ

のほか、クラブに関係する情報としては、中止とな

った地区研修協議会については、6/6,7 テレビ岸和

田で撮影・収録を終え、最終的に Youtube で配信

となるそうです。また、ガバナー公式訪問（Zoom

希望は２クラブ）となっているそうで、殆どのクラ

ブは実際の訪問となるそうです。 

本日の卓話は、PETS 報告で花畑会長エレクトに

お願いしております。ご承知のとおり、PETS も会

合は中止となり、DVD での配布となりました。この

ため、映像を見ていただくことになります。ちなみ

に、この DVD は４月 18 日に撮影、編集、制作と私

が行いました。宜しくお願いします。 

また、前回もお知らせしましたが、6 月 20 日～

26 日まで、ネットで「バーチャル国際大会」がネ

ットで予定されています。是非、ご参加ください。

詳しくは My ROTARY をご覧ください。 

最後に今月 29 日に予定しています最終例会です

が、本日例会終了後の理事会で協議し、詳細を決め

ます。引き続き、変化する感染状況意や総合的な状

況判断となりますが、できれば、予防に配慮し、美

登利さんで開催したいと考えています。決まり次第、

ご案内させていただきますので、しばし、お待ちく

ださい。 

 

５．幹事報告                幹事 前田 克仁 君 

○例会臨時変更のお知らせ 

高野山ＲＣ 7 月 3 日(金)17：00～ → 12：30～ 

         （通常夜間例会） 

○クラブＲＩ脱会に伴う解散のご報告 

堺東南ＲＣ 6 月 25 日 解散  

 

６．会員卓話 

ＰＥＴＳ報告    会長エレクト 花畑 重靖 君 

新型コロナウイルスの関

係で会長エレクト研修会

(ＰＥＴＳ)の会合は中止と

なり、代わりにＤＶＤによ

る研修となりました。 

時間の関係で、ＲＩ会長

及びガバナーエレクトのス

ピーチを観ていただきます。

宜しくお願いします。 
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ホルガー・ク

ナーク会長エレ

クトの2020‐21

年度テーマは

「ロータリーは

機会の扉を開

く」です。この

テーマは、ロー

タリアンがリーダーシップを強化する機会をつく

り、奉仕の理念を行動へと移し、支援を必要とする

人びとの生活を向上する活動を行うようロータリ

アンを喚起しています。 

 

国際ロータリー第 2640 地区 

ガバナーエレクト 藤井 秀香 

ガバナーの基本方針 

「日本のロータリ

ー100 周年、超我の奉

仕に魂を!」2020 年は、

日本にロータリーが

誕生して、ちょうど

100 年目に当たります。 

この間日本のロー

タリーは歴史の流れに翻弄され紆余曲折があった

ものの、今や地域に、世界になくてはならない奉仕

の団体として活躍しています。 

この様な記念すべき年にこれからを担う重要な年

度にガバナーを務めることになり喜びと共に責任

の重さを、感じております。地区やクラブの強み、

弱みを知り、目標設定や行動計画の準備をします。

地区委員の役割と責務の確認をします。 

情報や資料、リソース（教材）を活用して、スト

ーリー（実話や体験談）を通して心に訴える事でイ

ンパクトを与えます。 

直前・エレクト、ノミニーと地区戦略会議を開き

ます。魅力ある生き生きとしたクラブが作れるよう

各クラブに戦略計画委員会を設けていただき３

年・５年後クラブがこうありたいと、目標を立てて

いただきます。危機感を持って先を読み、クラブの

現況を数値化してデータを分析して戦略計画を立

てる様指導していきます。クラブでも研修リーダー

を任命し、例会の少しの時間を利用して、ロータリ

ーについて勉強していただくよう、指導します。 

《女性会員ゼロクラブゼロ》 

《各クラブ純増１名》 

若い会員・女性会員の増強に努めます。ＲＬＩは

実施いたします。会長・幹事予定者は受けていただ

けたらと思います。 

ＲＩは、ロータリークラブと、ローターアクトク

ラブの連合体です。ローターアクトの委員長はセミ

ナーや行事に参加していただきます。 

インターアクトの研修旅行は、今年は国内で実施

しようと思います。 

ロータリー青少年指導者養成プログラム(ＲＹＬ

Ａ)世界遺産の高野山で心を育てます。 

ロータリー精神を表す言葉として大事にしてい

る一片の詩がありますのでここに紹介させていた

だきます。 

 

 誰かに良い事をしたい 

 誰かの為になるなら 

 喜んでもえるなら 

 それが私の喜び 

 私が幸せな事のお裾分け 

 

地区スローガン 

《ロータリーと共に寄り添い奉仕の扉を開こう》 

今在る自分のお陰様に感謝し、救いを求める声に寄

り添い ロータリーと共に（友と）奉仕しましょう。 

 

７．閉会点鐘 

次回例会 

第 2032 回例会 6 月 22 日（月） 

12：30～ 海南商工会議所 4F 

次年度委員会別活動計画会議 

 
 

 
 

 
大江 久夫 君  ありがとうございました。 
花畑 重靖 君  本日、前でお話します。  
奥  喜全 君  怪我直りました。 
深谷 政男 君  去る三月の会社の取締役会で、

私が経営してきた、すべての会

社の権限を娘に委ね、取締役を

おりました。今後娘をよろしく

お願いします。 
小椋 孝一 君  紀美の町の住民に商品券を頂

きました。 
魚谷 幸司 君    ゴルフのクラブ競技会２回戦

進出しました。 
寺下  卓 君  奥先生の元気な顔を見られま

した。 
 
 

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 


