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ＲＩ会長 シェカール・メータ

会長 魚谷 幸司

第 2064 回例会
2021 年 7 月 19 日(月)
海南商工会議所４F 12:30～
決算報告・監査報告・予算案審議
１００％出席表彰
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．出席報告
会員総数 40 名 出席者数 13 名
出席義務規定適用免除会員 1 名
出席率 34.21% 前回修正出席率 71.05%
４．会長スピ-チ
会長 魚谷 幸司 君
皆様こんにちは。本
日は決算報告、監査報
告、予算案審議、100％
出席表彰を行いますの
でよろしくお願い致し
ます。
7 月 12 日理事会を行
いましたのでその報告
をさせて頂きます。ま
ず、収支予算案につき
まして、理事の同意を得ましたので、後程幹事の
宇恵さんよりご説明頂きます。8 月の例会につき
まして、2 日にガバナー訪問があり、9 日は休日
で、16 日もお盆休みで休会とさせて頂きます。
従って 8 月の昼の例会は 23 日のみとなりますの
でご了承ください。ロータリー奉仕デーのお知ら
せですが、地区の方針として、今年は 9 月 12 日
を皮切りに「海洋汚染の防止」をテーマに掲げら
れ、水辺の清掃活動を呼び掛けたいとのことです。
海南西 RC と協議をし、例年通り 2 月に清掃活動
をすることで決定しました。当クラブ単独での清
掃活動を行う、行わないは随時決めていきたいと
思います。IDM の開催につきましては研修、情報
規定委員会の寺下さん、上野山さんと開催時期、
テーマなどを決めていきたいと思います。RLI
（The Rotary Leadership Institute）、これ
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 宇恵 久視

ＳＡＡ 楠部 均

は地区が主催するもので、ロータリークラブにお
いて、将来のリーダーを育成していきましょうと
いう取り組みですが、私が皆様にお伝えする機会
を逃してしまい、今回は推薦を見送らせて頂くこ
とに致しました。
たんぽぽの会との交流についてですが、参加者
の人数も減少しており、このまま継続することは
心苦しいなどの意見があり、今後の交流の有無な
どについて検討していくことになりました。児童
養護施設への交流や支援を考えていきたいとの
意見も出ておりますので、今後検討していきたい
と思っています。熱海の災害における義捐金につ
いてですが、災害レベルを１と認定し、1 人当た
り 1000 円寄付をさせて頂くことに決まりました。
ゴールド会員制度を利用し、小椋さんに残って頂
きましたが、年会費を 5 万円納入して頂くことに
なりました。新入会員のことですが、倉橋順子さ
んより推薦があった楠山友加江さんにつきまし
て、理事会で承認され、皆様方にも通達させて頂
きました。反対がなければ、8 月 2 日より参加し
て頂きたいと思いますのでよろしくお願い致し
ます。友好クラブの宮崎中央ロータリークラブと
の交流ですが、ここ 2 年はコロナ禍で途絶えてお
りますが、感染状況をみて考えていくことに決ま
りました。少年メッセージ 2021 の協賛金につき
ましては例年通り 1 万円とさせて頂きました。ク
ラブ活動計画書の作成につきまして、ここ 2 年前
田さんにお願いしておりますが、きっちりとした
予算を計上させて頂くことに決まりました。
昨日、地区の会長幹事会議がありましたので、
簡単に内容を説明させて頂きます。「広げようロ
ータリーの光を」というテーマで、豊岡ガバナー
のあいさつがあり、ロータリアンは職業を通じ、
社会奉仕を通じ、青少年の育成を通じて社会に光
を当て、その光の輪を広げ、志を同じくする仲間
を増やしていくことが重要であることなどを話
しされました。「奉仕の光」というロータリーソ
ングの紹介がありました。
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６．100 % 出席表彰

その後、寺下さんより My Rotary の登録と活
用についてのお話がありました。地区の目標は登
録者 65％以上ということで、当クラブでは 80％
を超えている現状をお話しいただきました。貝塚
ロータリークラブは 100％達成しているようで
す。続きまして元ガバナーの中野さんより財団の
話がありました。「ロータリアンが人々の健康状
態を改善し、質の高い教育を提供し、環境の保護
に取り組み、貧困をなくすことを通じて、世界理
解・親善・平和を達成すること」を使命とし、寄
付をお願いしたいという内容で、寄付のゼロクラ
ブゼロは最後に達成できたとの報告がありまし
た。米山につきましては小委員長の木村さんから
お話がありました。米山奨学生にはロータリーの
例会や奉仕活動に参加することで日本の文化、習
慣などを学び、社会参加と社会貢献の意識を育て、
国際平和の創造維持に貢献し、母国と日本の懸け
橋になって頂くことを期待し、寄付をお願いした
いという話がありました。9 月 19 日に米山の会
議がありますので米山委員の清水さん、カウンセ
ラーの坂口さん出席をお願いしたいと存じます。
「ロータリーの未来形成(SRF)について」とい
うテーマで岡本浩パストガバナーよりお話しい
ただきました。
最後に前ガバナーの藤井さんより総評があり
ました。印象に残っているのは青少年への接し方
に対し、何でもないようなことがセクハラ、パワ
ハラに当たることがあるとのことを紹介されて
いました。
５．幹事報告
幹事 宇恵 久視 君
〇例会臨時変更＆休会のお知らせ
和歌山東 RC 7 月 29 日（木）→7 月 29 日（木）
18：30～ ダイワロイネットホテル和歌山３F
（サンクシェール）
〇休会のお知らせ
田辺 RC
7 月 22 日（木・海の日）
8 月 12 日（木・お盆休み）
有田南 RC
8 月 10 日（火）
和歌山東 RC
8 月 12 日（木）
クラブ会報・雑誌委員会

30 年 小椋
山東
25 年 花畑
24 年 花田
21 年 山畑
20 年 寺下
17 年 中西
16 年 阪口
14 年 魚谷
11 年 中村
9 年 田岡
8 年 重光
4 年 前田
3 年 宇恵
2 年 田中
1 年 角谷

孝一
剛一
重靖
宗弘
弥生
卓
秀文
洋一
幸司
俊之
郁敏
孝義
克仁
久視
淳
太基

谷脇 良樹
山名 正一

上野山 雅也

千賀 知起

７．決算報告、監査報告、予算案審議
〇決算報告
直前幹事 田岡 郁敏 君
2020-21 年度の決算報告です。
コロナの影響で活動費の多くは、
次年度繰り越しとなりました。
詳しくは、資料をご覧ください。

〇監査報告
岸
事務局から提示されました帳簿
他、証拠書類当を監査しました。
適正であることを報告します。

友子 君

〇予算案審議
幹事 宇恵 久視 君
本年度の予算案を説明します。
前年度の繰越金があるため、親睦
会の負担金は徴収しません。
※ 満場一致で承認いたしました。
８．閉会点鐘
次回例会
第 2065 回 2021 年 7 月 26 日(月)
海南商工会議所 4F 12:30～
クラブ協議会・ガバナー補佐来訪

田岡 郁敏 君

委員長：中村 俊之 副委員長：魚谷 幸司

花畑重靖 森脇節子

コロナワクチンの注射打ちに
行って来ました。

小椋孝一

編集：寺下 卓

