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District 2640 Japan

会長 山畑 弥生

ＲＩ会長 バリー ラシン

第 1996 回例会
平成 31 年 5 月 26 日(日)
大和高原ボスコヴィラ
伊賀の里、モクモク手作りフォーム
家族例会
１．開会点鐘
２．ロータリーソング
「我等の生業」
３．ゲスト紹介
会員の奥様 旦那様 ご家族
４．出席報告
会員総数 42 名 出席者数 18 名
ご家族 25 名 計 43 名
出席率 42.86 前回修正出席率 64.29 ％
５．会長スピーチ
会長 山畑 弥生 君
皆さん、こんにちは！私の会
長年度もお陰様で最終章を迎
えさせて頂きました。これまで、
ご家族で参加して頂ける親睦
活動である新年夫婦例会、社会
奉仕活動であるクリーンアッ
プ作戦や、たんぽぽの会との交
流会、そして国際奉仕活動であ
るフィリピンセブ島への職業支援の為の訪問など、
数々の活動に、ご家族の皆さんのご協力とご参加を
頂き有難うございました。また、本日は、親睦委員
長始め委員の皆さんが企画、準備して頂きました本
年度の活動の締めくくりとなる家族会に、たくさん
のご参加を頂き、重ねて御礼申し上げます。
さて、私が入会した当時、20 年前になりますが、
70 名余りの会員が在籍し活気にあふれておりまし
たが、近年、人口減少に伴い当クラブも会員数の減
少で、現在は 42 名となっております。日々会員を
増やそうと努めてはおりますが、退会される方も多
く現状維持が精一杯で、いささか寂しく感じられま
す。人は、楽しそうにしているところに集まり、更
に人は人を呼ぶ同調行動効果と云う心理が働くそ
うです。この様な家族会の機会に、より一層互いの
親交を深められ、特に奥様同士が仲良くなられて、
お誘い合わせて積極的に数々の活動に参加して頂
四つのテスト
①真実かどうか
②みんなに公平か

言行はこれにてらしてから

③好意と友情を深められるか
④みんなのためになるかどうか
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幹事 中村 俊之

ＳＡＡ 田岡 郁敏

ければクラブは、活気に満ち更なる繁栄と発展に繋
がって行くのではないかと思います。次年度会長は
寺下さんです。どうぞ、より一層のご参加を宜しく
お願い致します。ご馳走を前にしておりますので長
くお話するのは無粋です。今日も真夏日の様に気温
が高くなるそうですので、こまめに水分補給をして
一日、ゆっくりお楽しみ下さい。
６．幹事報告
幹事 中村 俊之 君
○例会臨時変更のお知らせ
和歌山西ＲＣ
6 月 5 日（水）→6 月 5 日（水）
18:00～ 安愚楽
6 月 19 日（水）→6 月 20 日（木）
18:00～ 古川
和歌山北ＲＣ
6 月 17 日（月）→6 月 17 日（月）
18:30～ ホテルグランヴィア
最終夜間例会
海南ＲＣ
6 月 19 日（水）→6 月 19 日（水）
18:30～ 美登利
海南西ＲＣ
6 月 20 日（木）→6 月 22 日（土）
19:00～ 安乍希
和歌山南ＲＣ
6 月 21 日（金）→6 月 21 日（金）
18:30～ ダイワロイネットホテル
最終夜間例会
粉河ＲＣ
6 月 26 日（水）→6 月 26 日（水）
15:40～ 道成寺 （御坊市）
ありがとう例会
和歌山東南ＲＣ 6 月 26 日（水）→6 月 26 日（水）
18:30～ ルミエール華月殿
最終夜間例会
○休会のお知らせ
粉河ＲＣ
6 月 5 日（水）
和歌山北ＲＣ
6 月 24 日（月）
和歌山西ＲＣ
6 月 26 日（水）
７．写真
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８．閉会点鐘
次回例会 第 1997 回 例会 6 月 3 日（月）
海南商工会議所 4Ｆ 19:00～
お誕生日、結婚記念日のお祝い

６月 例会プログラム
「ロータリー親睦活動月間」
３日（月） 夜間例会 19：00～
お誕生日・結婚記念日お祝い
１０日（月）

例会 12：30～
会員卓話

１７日（月）

角谷 太基 君

例会 12：30～
フィリピン・セブ島訪問 報告

２４日（月） 夜間例会（2000 回例会）19：00～
今期最終例会「美登利」

ロータリーは 30 年以上にわたりポリオとの闘い
に力を注いできました。去る 4 月、GPEI によって
2019-2023 年の最終戦略計画（Polio Endgame
Strategy 2019-2023）が発表され、目標達成までの
最終的なステップが示されました。2013-2018 年の
GPEI 戦略計画を通じてポリオとの闘いが終盤へと
進んだ今、この新しい計画をもって目標の達成をめ
ざします。
この 2019-2023 年の戦略は、地域社会ごとにカス
タマイズされた方策や各地の状況に応じた対応が
非常に大切であることなど、これまでの活動を通じ
て学んだ教訓を土台としています。革新的な戦略と
なっており、新しい実行アプローチ、運営方法、パ
ートナーシップが含まれています。

「End Polio Now!」
クラブ会報・広報・雑誌・IT 委員会

委員長：上野山 雅也 副委員長：清水 敏光 委員：阪口 洋一
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