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会長 山畑 弥生

ＲＩ会長 バリー ラシン

第 1962 回例会
平成 30 年 7 月 2 日(月)
19:00～ 海南商工会議所 4F
新年度初回 夜間例会
会長方針発表、新旧会長・幹事バッジ交換
新入会員へのバッジ授与、 お誕生日お祝い
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
アマル ジュリアン サミュエル 君
５．出席報告
会員総数 41 名
出席者数 26 名
出席率 63.41 ％
前回修正出席率 70.00 ％

６．会長スピーチ
会長 山畑 弥生 君
皆さん こんばんは！先般
より前年度の中西会長さんや
諸先輩の皆さんに、温かいエー
ルとアドバイスを頂きながら、
44 代目で当クラブ初の女性会
長として、本日、新年度を迎え
させて頂きました。プレッシャ
ーもありますが大変光栄なこ
とだと思っております。1 年間、
どうぞ宜しくお願い致します。
米山奨学生のジュリアン君、ようこそお越し下さい
ました。後程、奨学金お渡しします。また、阪口さん
には、引き続きカウンセラーを宜しくお願い致します。
先ず始めに、本日、倉橋利徳さんと魚谷幸司さんの
推薦により、新入会の奥 喜全さんをお迎えすること
になりました。歓迎致します！
幸先の良いスタートを切らせて頂き、本当に嬉しく思
います。後程、推薦人の倉橋さんからご紹介して頂き
たいと思います。
さて、思い起こせば 2008 年、私が社会奉仕委員長の
時でした。「たんぽぽの会さんとの交流会」の開催に
当たり、たんぽぽの会さんに、何かご要望がございま
せんか？とお尋ねすると「子供達を船に乗せてあげた
い」との強い希望でした。内心、海は、天候に左右さ
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れやすく可なり危険を伴うので躊躇しましたが、花田
さんに障害者カヌー協会和歌山支部の皆さんをご紹
介頂き「カヌー乗艇とモーターボート乗船体験、そし
て天候不順を想定してアロマ石鹸づくり」を、デンギ
―マリーナで開催する運びとなりました。当日は、心
配していたお天気にも恵まれ、宇恵さんや小椋さんが、
油とソースまみれになりながら 120 食もの焼きそば
を焼いて下さったり、若いメンバーは、子供さんを抱
きかかえ船に乗せてあげたり、私も前日から食材の買
出しや、野菜を刻んだりと、参加メンバー全員が汗を
流した活動でした。お陰様で事故もなく無事に閉会し、
ほっとしていると、たんぽぽの会のお母様方が、満面
の笑みを浮かべながら両手で私の手を握り「子供達は
大喜びでした。中々この様な体験は家族では難しいの
で、是非、来年も宜しくお願いします」と感謝の気持
ちを伝えて下さいました。カヌーは、それ以来 10 年
続く社会奉仕活動になっています。私は、喜んで頂け
たことの嬉しさと、参加して頂いたメンバーへの感謝
の気持ちで目頭が熱くなり、初めて奉仕活動の喜びを
知りました。
私にとって、この経験が、ロータリーに価値を見出
し、今日に至っているのだと思います。そして、この
様な奉仕活動の原動力となる機会を与えて頂いたの
は、ロータリアンの諸先輩方と友人（仲間）に支えら
れての事だと、改めて心から感謝申し上げ本題に入り
たいと思います。
本年度の国際ロータリー会長バリー・ラシン氏のス
ローガンは、
「インスピレーションになろう」
（Be the
inspiration）です。その意味は、
持続可能なことを意識し、何か
大きなことに挑戦して人を鼓舞
する人になろう、そして、クラ
ブを永久的に残すための意欲を
引き出し、手を取り合って世界
を変える行動人になろうということです。
具体的には、会員がクラブで最高の経験が出来るよ
うに、私達の生涯を超えて成長し続け、世界に役立っ
ていけるような強い組織を築き、若い世代のやる気を
引き出すためにも効果的な公共イメージの向上を図
る必要がある。また、柔軟性を持ちながら持続可能な
方法で人道的奉仕をしていくこと、その代表的な活動
がポリオ撲滅です。ロータリーが、何か問題が起きて
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から対応するのではなく先手を打つことのできる組
織にとなれるよう、皆さん全員に「インスピレーショ
ン」になって頂けるよう願っていますと云っています。
また、樫畑ガバナーのスローガンは、「ロータリー
クラブを楽しもう」です。その意味は、会員であるこ
との楽しみがなければ会員であることの魅力はなく、
会員が、その楽しみに出会えるかどうかは、組織のあ
り方次第です。と云っています。これらのことを踏ま
えて私の本年度のテーマは、
「全員参加の奉仕活動で、
互いの絆を深めよう」です。当クラブは、同好会（野
球、ゴルフ等）の活発な活動で互いの絆を深め若い世
代の会員増強、退会防止に繋がっていますが、その一
方で世代間ギャップが広がり高齢会員の退会が増え
ていることも否めません。そこで、ロータリーの第一
標語「超我の奉仕」を、今一度喚起し、全員参加の奉
仕活動で互いに汗を流し、喜びと感動を分かち合うこ
とで各世代の精神的な結びつきを高め、共有認識を育
むことで世代を超えた連帯感が構築されると思いま
す。
諸先輩が築き上げた良き伝統を継承しながらも時
代の変化にいち早く対応し、全会員が活発に活動して
行くことが、如いては、クラブのステータスとなり、
魅力ある、より一層楽しいクラブへと発展するものと
考えます。
具体的には、
１．会員増強と退会防止
正常なクラブ運営をして行くには、会員数 30 名が
限界だそうです。当クラブは、ピーク時の 2003 年に
は、73 名在籍していましたが、現在 41 名です。常に
増強を心掛けなければ、つるべ落としのごとく会員減
少の一途を辿ります。
２．例会、親睦、奉仕活動の出席率向上(世代間交流
活動の推進)
どの団体に属しても参加しなければ入会した意味
がありません。和気藹々の雰囲気の中、興味津々にな
れるような例会で出席率向上を図り、世代間ギャップ
を感じない楽しい親睦活動と、汗を流す全員参加の奉
仕活動を目標に活動をお願い致します。
３．クラブ戦略計画の立案
2016 年の規定審議会では、各クラブ運営の柔軟性
導入に関する制定案が採択され、クラブの生き残りと
将来の発展に備える戦略計画が最も重要視されてい
ます。当クラブも会員の減少や世代間ギャップによる
会員間の意識の違い等、数々の問題を抱えています。
そこで 3 年～5 年のスパンで戦略計画を作成し、定期
的に進捗状況を検討しながら実施して行きたいと考
えます。よって、本年度から理事会に対する諮問委員
会と位置づけ戦略計画委員会を設置致します。委員長
は、宮田さんにお願い致します。主なメンバーは、元
会長、現会長、幹事、会長ノミニー、会長、幹事エレ
クトで構成します。皆さんも将来どんなクラブになっ
て欲しいのか？一考してみて下さい。後に、IDM でお
尋ねしたいと思います。
４．公共イメージの向上（ロータリーデーの開催）
6/9 日に三クラブ合同会長・幹事会があり、本年度

幹事クラブの海南西 RC さんからの提案により、ロー
タリデーの開催は、海南三クラブ合同で来年 2 月頃に
道路清掃を予定しています。また、当クラブの奉仕活
動も積極的に広報媒体を使って、地域社会の皆さんに
広く知って頂くことが、ロータリーのイメージ向上と
会員増強に繋がって行く事ではないかと考えます。各
委員会の活発な活動を何卒宜しくお願い致します。
最後になりましたが、まだまだ男性社会の中での女
性会長です。価値観のずれなどがあるかと思いますが、
友愛と寛容な、お心で 1 年間ご指導ご協力の程、お願
い申し上げまして終わります。

会長 山畑 弥生
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７．幹事報告
幹事 中村 俊之 君
○例会臨時変更のお知らせ
和歌山中ＲＣ
7 月 27 日（金）→7 月 27 日（金）
19：00～ ルミエール華月殿
○休会のお知らせ
海南ＲＣ
7 月 18 日（水）
８．新旧会長・幹事バッジ交換

中西直前会長

山畑会長

中村幹事

阪口直前幹事

９．新入会員紹介・バッチ贈呈
奥 喜全 君
紹介者：倉橋 利徳 君
おくクリニックの院長です。ゴルフ、
野球が趣味です。心よく入会してくれ
ました。野球部にも入部してくれます。
みなさん、宜しくお願いします。
奥 喜全 君 倉橋先生、魚谷先生の紹
介で入会しました。早く、皆さんと仲
良くなり、楽しく奉仕活動していきた
いです。どうぞ。宜しくお願いします。
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、
宜しくお願いします。

10．米山記念奨学金の贈呈
アマル ジュリアン サミュエル 君
みなさん、今晩は。新会長の山畑会長、
宜しくお願いします。来月、ドイツに学
会で論文の発表をしに行きます。これか
らも、宜しくお願いします。

11．乾杯
直前副会長 岩井 克次 君
大江副会長が、お休みなので代わって
乾杯の音頭を取ります。山畑新会長のこ
れからの活躍と奥新会員の入会を祝し、
乾杯します。
12．閉会点鐘
次回例会
第 1963 回 平成 30 年 7 月 9 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
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
21日 赤 松 全 世 様
○一般ニコニコ
岸 友子 君
母の葬儀の折はありがとうござ
いました。
山畑 弥生 君
今年１年、宜しくお願いします。
中村 俊之 君
〃
田岡 郁敏 君
〃
阪口 洋一 君
新年度の理事役員の皆様、１年
間ロータリーを楽しんで下さい。
小椋 孝一 君
山畑会長及び役員さんの皆様１
年間頑張ってください。
山東 剛一 君
山畑会長はじめ、理事役員の皆
様ご苦労様です。
中西 秀文 君
山畑年度、頑張って下さい。奥
先生、よろしくお願いします。
楽しんで下さい。

魚谷 幸司 君

奥先生の推薦者です。入会おめ
でとうございます。お父さんは
海南 RC の元ロータリアンです。
今年度は財団の委員長です。御
協力お願いいたします。
上野山 雅也 君 奥先生、入会おめでとうござい
ます。サッカーおもしろいです
ね。応援しましょう。
桑添
剛 君
奥先生、入会おめでとうござい
ます。山畑年度頑張っていきま
しょう。
宇恵 久視 君
奥先生入会おめでとうございま
す。新年度始まりますので、頑
張ります。
重光 孝義 君
山畑会長、１年間よろしく。奥
先生、宜しくお願いします。仙
台行って来ました。良いゴルフ
場でした。きれいなレストラン
もあり、大変よかった。
箕嶋 利一 君
新役員さん、１年お願いします。
寺下 卓 君
山畑会長、宜しくお願いします。
国際奉仕委員長頑張ります。奥
先生、入会おめでとうございま
す。ソフトボール２試合出場し、
顔が焼けました。
清水 敏光 君
１年間宜しくお願いします。
前田 克仁 君
山畑年度、宜しくお願いします。
奥先生、入会おめでとうござい
ます。１年間、ＳＡＡをやり、
今回、すがすがしく１年を迎え
ました。来年待ちです。
田中 祥秀 君
１年宜しくお願いします。
倉橋 利徳 君
山畑会長、宜しくお願いします。
奥先生、入会おめでとうござい
ます。
岩井 克次 君
奥先生、入会おめでとうござい
ます。野球部、楽しみ！
土井 元司 君
奥先生、おめでとうございます。
山畑さん頑張りましょう！孫が
カナダから帰ってきます。楽し
みです。
倉橋 順子 君
奥先生、入会おめでとうござい
ます。山畑年度もお願いします。
谷脇 良樹 君
奥先生、入会おめでとうござい
ます。聞き上手になりましょう。
宮田 敬之祐 君 奥先生、入会おめでとうござい
ます。
中村 俊之 君
最終例会出席できず、すみませ
ん。奥先生入会おめでとうござ
います。
岸 友子 君
山畑会長、女性部、頑張って下さ
い。奥先生入会おめでとうござ
います。
赤松 昭二 君
奥先生、入会おめでとうござい
ます。今後とも楽しく！
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