
 

 

 

 

 

 

 

第 2119回例会 

2022 年 12 月 5日(月) 
美登利 19:00～ 

年次総会、次年度役員選考 

予算進捗報告 
 

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．出席報告 

会員総数 45名 出席者数 32 名 

出席義務規定適用免除会員  3 名 

出席率 78.05%  前回修正出席率 58.54% 
 

５．会長スピ-チ        会長 中村 俊之 君 

 みなさんこんばんは。本

日も例会に出席いただきあ

りがとうございます。 

 12 月のロータリー特別

月間は「疾病予防と治療月

間」となっています。地域

社会の医療従事者の能力向

上, 伝染病の伝播を食い止

め、非伝染病とそれによる

合併症を減らすための、疾

病予防プログラム, 地域社会の医療インフラの改

善,疾病の蔓延を防止することを目的とした、地域

住民への教育と地域動員, 疾病またはケガによっ

て引き起こされる身体障害の予防, 疾病予防と治

療に関連した仕事に従事することを目指す専門職

業人のための奨学金支援を強調する月間です。 

新型コロナウイルスの蔓延も一応の落ち着きを

見せたとはいえ、まだまだ油断できない状況です。

風邪やインフルエンザもそうですが、皆さんも健康

に留意して年末に向けてお過ごしください。 

さて、本日の例会は定款第７条第２節－年次総会。

（ａ）役員を選挙するため、現年度の収入と収支を

含む中間報告及び前年度の財務報告を発表するた

めの年次総会は、細則の定めるところに従い、毎年

１２月３１日の前に年次総会を開催するものとす

る。細則第５条 会合 第１節 本クラブの年次総

会は、１２月第１例会に開催し、次年度の役員と理

事の選挙を行う。記されている通り年次総会を行い

ます。本日の報告事項はございません。 

 

６．幹事報告               幹事 千賀 知起 君 

〇例会臨時変更のお知らせ 

和歌山西 RC  12月 14日（水） 

 カフェ例会 

       12月 21日（水）→22日（木） 

18：00～「魚菜八風」 

岩出 RC    12月 15日（木）→15日（木） 

13：30～15：00 オープン例会 

ホテルいとう 

         1月 12日（木）→12日（木） 

新年会 

〇休会のお知らせ  

 有田南 RC   12月 27日（火） 1月 3日（火）

31日（火） 

和歌山西 RC  12月 28日（水） 1月 4日（水） 

岩出 RC    12月 29日（木） 1月 5日（木） 

和歌山城南 RC 12月 29日（木） 

〇事務局移転のお知らせ 

 和歌山アゼリア RC 

  和歌山市本町 2丁目 1番地 フォルテワジマ 2F 

〇12 月のロータリーレート 

１＄＝１３８円 

 

７．年次総会 

 早いものでもう前期の締めくくりとなりました。

次年度役員・理事選挙並び予算の進捗状況を報告い

たします。先ず、海南東ロータリークラブ細則第 3

節「会員総数の 3分の 1をもって、本クラブの年次

総会および例会の定数とする」という規定に伴い、

本年次総会有効であり成立することをご報告いた

します。さらに、定款 7 条第 2 節および細則第 5

条第 1 節により「本クラブ年次総会は毎年 12 月の

第 1例会に開催されるものとする。そして、この年

次総会において次年度の役員及び理事の選挙を行

わなければならない」となっています。よろしくお

願いいたします。 
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 千賀幹事から予算の進捗状況を報告があり、中村

会長から、指名委員会の報告、次年度役員・理事選

挙を行いました。 

〇次年度役員・理事選挙 
 

役員、理事予定者 (敬称略) 
 

会長エレクト 岸  友子    理 事  寺下  卓 

直前会長   中村 俊之    理 事  宇恵 久視 

会長ノミニー 田岡 郁敏  理 事 重光 孝義 

副会長    田岡 郁敏  理 事 楠部  均 

幹 事    角谷 太基  理 事 前田 克仁 

会場監督(SAA) 田中 祥秀  理 事 中西 秀文 

会 計    山畑 弥生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次年度理事・役員は満場一致で選出されました。 

みなさんご協力ありがとうございました。 

 

 会長エレクト 岸  友子 

 皆さんのご協力を得て、次年度

を担当させていただくことになり

ました。 

役員、理事一同を代表して、皆

さんのより一層のご協力と活動へ

のご参加をよろしくお願いします。 

 

８．閉会点鐘 
 

 

次回例会 

第 2116回 2022年 11月 14(月) 

海南商工会議所 4F 12:30～ 

ゲスト卓話 社会福祉協議会 
 

 

 

 

 

 

Happy birthday！ 

12 月のお祝い 
○会員誕生日 

 9 日 阪口 洋一 君   14 日 宇恵 久視 君 

16日 田岡 郁敏 君     17日 寺下  卓 君 

○奥様・旦那様誕生日 

21日 重光 りえ 様      24日 奥  昌美 様 

27 日 中西 尚子 様 

○結婚記念日 

  6日 前田 克仁君 

○一般ニコニコ 

山畑 弥生 君  岸さん、会長エレクト就任おめ

でとうございます。シェミナミ

の原木シイタケのピザおすすめ

です。 

榊原 由希子 君 初めての総会参加です、先日の

角谷さんの卓話、すごく勉強に

なりました。 

中西 秀文 君  岸さん、同級生なので応援しま

す。 

魚谷 幸司 君  今日来るとき中西さんと一緒に

なって隣に座ってしまって、日

本酒しか飲んでないので酔って

います。土曜日にイノシシ肉食

べてきました。あまり得意では

なかったのですが、おいしくい

ただけました。 

宇恵 久視 君   睡眠時無呼吸症候群になったよ

うで、最近寝ているときに息し

てないでと言われました。 

前田 誠吏 君   今日、酔ったら風呂で寝てしま

うことがあるのですが、今日い

つも起こしてくれる嫁がいない

ので気を付けます。後、昨日福

岡で長男が結婚式を挙げて、両

家代表で挨拶して緊張しました。 

才力 昭浩 君  昨日久しぶりに宝くじ買いに行

きました。当たってくれたらいい

のですが。 

桑添  剛 君  最近、仕事が忙しくて例会休みが

ちですが夜の例会だけでも出席

したいと思っています。先月、風

呂で転んで右肩を痛め、それ以来

ゴルフの調子が良くないです。 

上中 嗣郎 君  長いこと欠席しましています、こ

れからも皆さんにご協力いただ

いて、ロータリーの活動をしてい

きたいと思います。 

大江久夫 君   私も最近は例会を休みがちです

が、これからできるだけ出席した

いと思います。 

阪口洋一 君   最近休んでいたんですが、９月に

台から落ちて頭を打って、日赤に

入院していました。これからは出

席していきます。 

倉橋順子 君  最近サッカーが盛り上がってい

ますが、この前のスペイン戦を４

時から見て応援していました。 

綛田さよ志 君 とれとれ市場に店を出している

のですが、人手不足で手伝いに

入りました。なれないのでソフ

トクリームをうまく作れず量が

多くなってしまい、逆にお客さ

んに人気でした。 

 



岸 友子 君   在籍三十年と綛田さんにいった

ら、よく会長を伸ばし伸ばし断

ってきたなと言われました。山

畑さんにもずっと言われていま

したし、寺下さんにもいつ支部

長が終わるのかずっと聞かれて

いて。やっと義理を果たせまし

た。同級生の中西さんも理事を

やってくれ心強いです。 

上田 善計 君   母親の葬儀の際、皆様にお参り

いただき有難うございました。 

寺下  卓 君   宇恵さんすいませんでした、前

日に地区の会議があり帰るのが

遅くなり寝過ごしてしまい初め

てゴルフドタキャンしてしまい

ました。家の隣の土地があいた

ので購入して、息子二人の家を

建てています。 

箕嶋 利一 君   ゴルフの話ですが、数えたら去

年 60 回くらい行っていて、今

年まだ終わってないのですが既

に８０回行っています。ちょっ

と仕事も頑張らなくてはと思っ

ています。 

重光 孝義 君   奥さんはサッカーが大好きで 、

試合が始まると無茶苦茶うるさ

いです。この前のスペイン戦も

騒がしくて寝れず、結局一緒に

見てしまいました。 

上野 山雅也 君 岸さん、満を持してご登壇おめ

でとうございます。うちの奥さ

んもにわかサッカーファンでこ

の前のスペイン戦も見ていたよ

うで、ビデオに撮っていたので

結果を言うなと言っていました

が、朝起きてすぐに勝ったと言

われてしまいました。あと、岡

田の連合自治会長で選挙投票に

立ち会った際、楠山さんが片付

けしだした終わり６分前にやっ

てきました。次回はもう少し早

く来てください。 

楠山 友加江 様 岸さんおめでとうございます。

私はこの前心斎橋のアパホテル

に泊まってきました。温泉も付

いてすごくいいホテルでしたが、

部屋には名物女社長の本がたく

さんあり、ほんとに凄いなと感

心しました。 

小椋 孝一 君   皆さんお久しぶりです。ゴール

ド会員第一号の小椋です。仕事

を子供に譲って時間がありゴル

フなどやっています。この４月

から和歌山県浄化槽協会の会長

を仰せつかり忙しくしています。

今後とも時間があれば出席させ

ていただきます。 

花畑 重靖 君   この前、和歌山城ホールでカラ

オケの全国チャンピョン大会が

ありました。私はチャンピオン

にはなれませんでした。 

山東 剛一 君   耳が不自由なのでこのような形

で失礼します。 

谷脇 良樹 君   岸さん、田岡さん、快く受けて

いただきありがとうございます。       

49 代、50 代と 50 周年に向けて

ますます盛んになっていく事と

思います。ロータリーはハイか

イエスの世界なので皆さん忘れ

ないでください。 

新垣 直樹 君   最近診療していて、コロナも落

ち着いてきたかなと思っていま

したが、スタッフがコロナにな

り 1 週間休まれて、すごく大変

でした。 

前田 克仁 君   次の年度も、その次の年度もフ

ォローさせていただければ幸い

と思っています。 

角谷 太基 君   岸さん、おめでとうございます。

岸先生には僕と田中祥秀の最強

コンビがついているので、ぼち

ぼちやっていきましょう。来年

の理事は昔の阪神のようなイメ

ージがあります。稲盛和夫さん

のお別れの会にて例会で偉そう

なこと言ってすいませんと謝っ

てきます。 

田岡 郁敏 君  会長ノミニーに選んでいただき

ありがとうございます。先輩より

受け継いだ伝統を汚さぬように

やっていきたいと思います、皆さ

んもご協力よろしくお願いいた

します。結婚記念日に食事に行っ

たのですが、子ども達から花をも

らいました。いままでで一番うれ

しかってです。 

倉橋 利徳 君  先週の日曜日、嫁さんと娘と３人

でゴルフにいてきました。次回は

息子も入れて４人で行きたいと

思います。 

田中  淳 君  昨日の夜に千賀さんから明日は

ネクタイ着用と連絡いただきま

した。朝会社に行くとネクタイが

なく海南でどこに売っているの

かわからないので、事務局で昔の

やつもらってきました。 

千賀 知起 君  岸さんおめでとうございます。よ

ろしくお願いいたします。 

中村 俊之 君  岸さんおめでとうございます。田

岡さんもノミニーを快く受けて



いただきありがとうございます。

先週仕事で台湾の方と一緒にな

りそのうちの一人が台湾のロー

タリーに入っているという事で、

ロータリーの話で盛り上がりま

した。その方に台湾のウイスキー

をもらったので、クリスマス例会

に持っていきます。皆さんお楽し

みに。 

 

 

 

 

 

 

専門性を生かす「アショカ」 

 

 ロータリーとアショカとのパートナーシップは、

アショカの社会起業家のビジョンとロータリー会

員が持つ地元での専門知識を結び付け、問題を解決

し、リーダーを育成し、社会変革をもたらすイノベ

ーションを促進するものです。 

 アショカのグローバルパートナーシップ管理デ

ィレクターであるティム・シュー氏は、このような

パートナーシップが今こそ必要とされていると話

します。人びとは、新型コロナの世界的流行がもた

らす長期的な影響を見極めようとしていますが、そ

の間にも世界は急速に変化しています。 

「ここで重要な問いは、人びとが変化の影響を受け

る側ではなく、変化の担い手となれるようにどのよ

うに支援できるかということです」とシュー氏。「ロ

ータリーとアショカは、優れた発想力を加速させ、

より迅速に方針を導入するためのロールモデル、専

門性、ネットワークを持ち合わせています」 

 アショカは、世界中の課題にソリューションをも

たらす 4,000 人以上の起業家を支援していま 

す。アショカの目標は、近隣地域、職場、家族とい

ったコミュニティの中で、誰もが変化をもたらせる

ようにエンパワメントしていくことです。ロータリ

ーとアショカのパートナーシップは、ロータリー会

員、アショカのスタッフ、社会起業家の間における

協力の機会を推進します。 

シュー氏は、アショカフェローと、世界中の地域

社会に根差して活動するロータリー会員の活力と

インスピレーションを組み合わせることに大きな

可能性を見出しています。 

 「ロータリーは、行動を起こす人たちが集まる場

所であり、アショカは誰もが変革者となる世界をビ

ジョンとして掲げています。これは素晴らしい相乗

効果をもたらすはずです。アショカとロータリーの

ネットワークを合わせればどんなことができるか

想像してください」とシュー氏は話します。 

 「アショカフェローの活動範囲は広範囲にわたり

ます」とシュー氏。「地雷除去、子どもの権利、森

林再生などさまざまです。クラブがある特定のテー

マに関心がある場合、クラブの近隣で活動している

アショカフェローとパートナーシップを組んで、地

域社会の最も緊要なニーズに革新的なソリューシ

ョンをもたらすができるでしょう」 

 例えば、事業や職場での意思決定による環境的・

社会的インパクトについて検討しているロータリ

ー会員は、「ビジネス戦略と社会的インパクトが交

わる」新しいビジネスモデルをアショカフェローと

一緒に創り出すことができると、シュー氏は話しま

す。ロータリーとのパートナーシップのほか、アシ

ョカは世界中の主要機関と、現代の社会問題につい

て協力してきました。これには、子どもが共感の心

を学ぶこと、若者に変革者となる方法を教えること、

地域社会でのヘルスケアへのアクセス向上などが

含まれます。ほかのプロジェクトでは、グローバル

な人口動態の変化が高齢化にどのように影響する

かなど、人とテクノロジーの関係に焦点を当ててい

ます。 

 このような変革によって人びとの目的意識が深

まり、より意義あるプロジェクトを実施し、さまざ

まな組織がもたらす好ましいインパクトを増やす

ことができます。これは、企業やロータリーのよう

な組織の存続において必要不可欠です。 

 ロータリー行動計画における主要な要素の一つ

は、あらゆるレベルで適応力を高めることであると、

私たちは理解しています。私たちのフェローは、長

期的な視点から変化をとらえています。協力するこ

とで、アショカフェローの活動を広げ、ロータリー

のノウハウとボランティア精神を生かしながら、変

化を生み出す文化と持続可能な変革を生み出すこ

とができます。 

 アショカフェローと連絡を取る方法やこのパー

ト ナ ー シ ッ プ に つ い て の ご 質 問 は 、

rotary.service@rotary.org.までお問い合わせくだ

さい。 

 


