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District 2640 Japan

ＲＩ会長 マーク・ダニエル・マローニ-

会長 寺下 卓

第 2003 回例会
平成 31 年 7 月 22 日(月)
海南商工会議所 4F 12:30～
クラブ協議会
１．開会点鐘
２．ロータリーソング
「それでこそロータリー」
３．ゲスト紹介 地区ガバナー補佐 細川 幸三 様
４．出席報告
会員総数 43 名 出席者数 29 名
出席率 67.44% 前回修正出席率 79.04％
５．会長スピ-チ
会長 寺下 卓 君
みなさん、こんにちは。本日
はクラブ協議会です。ガバナー
補佐の細川 幸三 様には、お忙
しい中、ようこそ、おいでいた
だきました。御坊東ＲＣの所属
で、第２分区を担当されます。
御坊東ＲＣ様とは長年、イース
トゴルフなどでも私たちと親
しくお付き合いいただいております。何卒、宜しく
お願い申し上げます。なお、次週の 29 日（月）は、
例会臨時変更しまして、ガバナー公式訪問になりま
す。併せて、宜しくお願い申し上げます。
次に 7 月 10 日に開催しました理事会で決定した
主な内容について、ご報告いたします。8 月の例会
プログラムでは、8 月 26 日（月）例会を臨時変更し、
24 日（土）に藤白神社で「鈴木屋敷見学・バーベキ
ュー例会」とします。夏休みであり、また、会員増
強月間でもあるため、ご家族や友人･知人をお誘い
し、ロータリーに親しんでいただき、入会勧誘に繋
がればと考えました。次に宮田 敬之佑さんの退会
に伴い、空席になっていました委員長で研修・情報
規定委員長とクラブ戦略計画委員長に上野山 雅也
さんに兼任してもらうこととしました。なお、宮田
さんには名誉会員になっていただくこととし、ご本
人にも了解いただきました。さらに、創立 45 周年
を祝う新春例会について、当初、1 月 6 日(月)を予
定していましたが、年末年始と土日の休あけとなる
ため、日程を変更し、1 月 9 日（木）
、和歌山マリー
ナシティホテルで開催することとしました。内容に
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

http://www.kainaneast-rc.jp

幹事 前田 克仁

ＳＡＡ 魚谷 幸司

ついては、手作り、参加型で創立 45 周年記念事業
実行委員会と親睦委員会を中心に楽しく開ければ
と考えています。また、9 月には 1 回目のＩＤＭを
開き、テーマは「家族例会、45 周年事業等のアイデ
ア」について意見交換してください。なお、ＩＤＭ
は、年間でバランスよく、４ヶ月に 1 回の年 3 回、
開催することとしました。理事会協議の詳細は、例
会場に議事録を置いていますので、ご覧下さい。
また、先週は、連休と重なり、例会がありません
でしたが、親睦会の８○会ゴルフの北海道遠征があ
り、17 名の方が参加しました。心配した雨もたいし
たことなく、楽しんで来ましたので、併せて、ご報
告いたします。では、この後のクラブ協議会、どう
ぞ宜しくお願い申し上げます。ご清聴有難うござい
ました。
５．幹事報告
幹事 前田 克仁 君
○例会変更のお知らせ
海南西ＲＣ
７月１日から 【月３回に変更】
第１木曜日・第２木曜日・第４木曜日
時間 19:00～20:00
○例会臨時変更のお知らせ
那智勝浦ＲＣ 8 月 8 日（木）→8 月 11 日（日）
19:00～ サンライズ勝浦
(家族親睦 花火大会見学会)
岩出ＲＣ
8 月 22 日（木）→8 月 22 日（木）
19:30～21:00 がんこ和歌山六三園
（夕涼みファミリー例会）
和歌山北ＲＣ 8 月 26 日（月）→8 月 26 日（月）
18:30～ ダイワロイネットホテル３Ｆ
レストラン サンクシェール
○休会のお知らせ
有田南ＲＣ
8 月 13 日（火）
和歌山東南ＲＣ 8 月 14 日（水）
那智勝浦ＲＣ
8 月 15 日（木）
岩出ＲＣ
8 月 15 日（木）
和歌山城南ＲＣ 8 月 15 日（木）22 日（木）
高野山ＲＣ
8 月 16 日（金）
和歌山南ＲＣ
8 月 16 日（金）
○会員連絡網にＬＩＮＥを活用
現在 28 名が登録済みです。未だの方は、連絡く
ださい。FAX の方は従来どおりになります。
事務所 〒642-0002
海南市日方 1294 (海南商工会議所 4F)
TEL:073-483-0801 FAX:073-483-2266

E-mail：info@kainaneast-rc.jp

６．クラブ協議会
○あいさつ
地区ガバナー補佐 細川 幸三 様
御坊東 RC 所属で、第 2 分区
を担当します。一年間宜しく
お願いします。海南東 RC は創
立 45 周年を迎える伝統あるク
ラブで、第 2 分区では会員数
が一番多いクラブです。活動
も活発であり、本日のクラブ
協議会は、楽しみにしていま
した。今後の活動計画を聞か
せていただき、参考にしたいと思います。宜しくお
願いします。
○会長、副会長、各委員長等から、今年度の活動方
針・計画を発表。（配布の冊子参照）

○講評
地区ガバナー補佐 細川 幸三 様
多彩な活動計画でとても素晴らしいと思います。
会員増強・退会防止については、何か秘訣があれば
教えてほしいです。多分、親睦と奉仕、活発な活動
で、楽しいクラブだからではないでしょうか。有難
うございました。
７．閉会点鐘
次回例会
7 月 29 日（月）第 2003 回 例会
12:30～ 海南商工会議所 4F
中野 均 ガバナー 公式訪問

○８マル会ゴルフの北海道遠征（親睦同好会）
2019 年 7 月 14 日～15 日 北海道 苫小牧市

８月プログラム
「会員増強・新クラブ結成推進月間」
５日(月） 夜間例会
19:00～
新会員歓迎会（親睦委員会）
お誕生日、結婚記念日のお祝い
１２日(月） 祝日休会
１９日(月） 例会 12:30～
新会員卓話
溝端 文蔵 君 田中 淳 君
２６日（月） ２４日（土）例会臨時変更
鈴木屋敷見学・親睦バーベキュー例会
ゲスト：ご家族、友人･知人(会員増強月間）
場所：藤白神社
16：30～ 鈴木屋敷見学
17：30～ バーベキュー
（親睦委員会・会員増強委員会）
--------------------------------------------------------------１３日（月） ふるさと海南まつり（出店）
海南駅前駐車場特設会場
準備 10:00～14:00
営業 15:00～21:00
目的 公共イメージと認知度の向上
財団 ポリオ撲滅の寄付（収益金）
（公共イメージ向上委員会・奉仕プロジェクト委員会
ロータリー財団委員会）
内容 タピオカドリンク等の飲料販売。
※ 皆さんのご協力、ご来店をお待ちしてい
ます。また、家族の皆さん、多くの知人、
友人の方にＰＲしてください。

ガバナー補佐

細川 幸三 様
山名 正一 君
重光 孝義 君

寺下

卓 君

前田 克仁 君
魚谷 幸司 君
理事会

本日、宜しくお願いします。
細川ガバナー補佐、ご苦労様で
す。ご指導よろしくお願いします
細川様、本日ようこそお越し下
さいました。１年間どうぞよろ
しくお願いします。
細川ガバナー補佐、ようこそお
越し下さいました。本日よろし
くお願いします。
〃
〃
７月理事会の残金です。
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