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桝谷 知樹君

プ ロ グ ラ ム
◇開会点鐘

12：30

◇Ｒソング ： 「我らの生業」
～ピアノ演奏 ♪ 辻本美恵子さん～
ソング委員長：花野剛一君
◇ご来客紹介
親睦活動委員長：田村宣明君
◇出席報告
出席委員長：花野剛一君
◇会長・幹事・委員会・ＳＡＡ報告
◇クラブフォーラム
「第２回クラブ協議会
～本年度活動計画について～」
発表：各委員会 委員長
◇閉会点鐘

13：3０

次回例会

７月
月 20 日（月）

クラブフォーラム
「第 3 回クラブ協議会
～木綿紀文ガバナー補佐をお迎えして～」

前回例会報告
出席報告

７月 ６日（月）

（会員総数３２名 免除３名）

出席会員：２３名

出席率：７４％

６月２２日(月)Make up 後の 出席率：７９％

ビジター報告

田村宣明君

和歌山東 RC より
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亀田 直紀様
合計 2 名

新型コロナウイルス感染症（以下、
「コ
ロナ」といいます。）の第２波が心配
される中、第４２代会長を仰せつかる
ことになりました。厄年の船出に相応
しく、朝から暴風雨に見舞われていま
すが、この１年間ご協力よろしくお願
いいたします。私の長所は、楽観主義
者であることですが、裏を返せば無神
経で鈍感なだけとも言えますので、皆
様方のご指導ご鞭撻が欠かせません。
さて、ホルガー・クナークＲＩ会長は、「ロータリーは機会の
扉を開く」を今期テーマに掲げました。ロータリーとは、ポリ
オ根絶のような大プロジェクトから植樹１本のようなささや
かなプロジェクトまで、奉仕する機会への扉を開いてくれます
が、私たちのあらゆる活動が、どこかで、誰かのために機会の
扉を開いてくれるとのことです。一方、2640 地区の藤井秀
香ガバナーは、
「ロータリーと共に寄り添い奉仕の扉を開こう」
を今期地区スローガンに掲げました。お二人共に「扉」をキー
ワードにしていますが、私は、最大の関心事である「コロナ」
に的を絞って、「健康と安全を第一に」をテーマとさせていた
だきました。コロナが世界的に蔓延し、未曾有の危機となって
いますが、このウイルスとの戦いは長期戦になることは間違い
なく、共存する必要もあるとまで言われています。当クラブと
しても、今年度は耐える年度になることは間違いありません。
ところで、ロータリークラブには四つのテストがあります。
『１．真実かどうか
２．みんなに公平か
３．好意と友情を深めるか
４．みんなのためになるかどうか
言行はこれに照らしてから行うべし』
このテストは、1932 年の世界大恐慌のときに考えられたと
のことですが、今まさに世界大恐慌に匹敵するといわれるコロ
ナショックの時であることから、このテストの重要性を再認識
しなければならないと思います。そして同時に、世界大恐慌の
ときにはなかったコロナ禍にも耐え切るために、もう一つそれ
も最初に唱えなければならないことがあると考えます。それ
は、
「健康かどうか、安全かどうか」ではないでしょうか。
新しい生活様式（ 身体的距離の確保、マスクの着用、手洗い）
を求められる中、クラブ活動においても、とにかく「健康と安
全を第一に」考え、耐え切ることさえできれば、後はみんなの
好意と友情で立ち直ることができるのではないでしょうか。が
まんばかりを皆様にお願いするだけの１年間になることをお
許しください。

四つのテスト

言行はこれに照らしてから

①真実か どうか

③好意と友情を深めるか

②みんなに公平か

④みんなのためになるか どうか

桝谷会長・太田幹事よりバッチ交換、花束贈呈

～一年間お疲れ様でした～
重根前会長・福田前幹事
2020-2021 年度理事役員《一年間宜しくお願い致します》
役員：桝谷知樹会長・重根康志直前会長・東山 充次期会長
平山裕次郎副会長・太田恵示幹事・森本芳宣会計
福田玉緒 S.A.A.
理事：岡田義典君・初田隆生君・山下茂男君
和田耕司君・田村宣明君

地区役員委嘱状授与式
初田隆生君：ロータリー財団委員長
山下茂男君：会員増強・維持・女性活躍推進委員長
森本芳宣君：社会奉仕副委員長、危機管理委員
太田恵示君：青少年・ライラ委員
田村宣明君：米山寄付増進小委員

幹事報告

太田 恵示君

今年度、幹事をさせていただくこと
になりました。コロナウイルスは今
年度も大きなマイナスの影響があ
ると思います。北ロータリークラブ
の奉仕活動にも大きな影響がある
と思われますが奉仕活動の制約を
受けつつも、出来ることをみんなで
一つ一つ頑張って行動していきた
いと思っております。
私なりに 1 年間精いっぱい頑張ろうと思っていますので、
皆様のご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。
≪地区研修・協議会用 DVD 貸出のお知らせ≫
本年度は新型コロナウィルス感染症拡散防止の為、会場で
の開催が中止され、冊子と YouTube への UP 及び DVD
の配布に変わりました。本日関係役員・委員長へ冊子をお
配りしています。DVD については、各クラブに一枚のみ
な の で YouTube を ご 観 覧 で き る 方 は 出 来 る だ け
YouTube でのご観覧にご協力下さい。また、YouTube
をご観覧できない方は、DVD の貸出を致しますので事務
局までご連絡下さい。

新会員入会式～ご入会おめでとうございます～
藤井宗樹君：東海東京証券(株)和歌山支店
役
職：支店長
職業分類：証券業
＊松本雄統元会員が転勤のため後任継続入会。
新型コロナウィルス感染症拡大防止のため
前年度入会式が出来ていなかった入会式を
本年度に行いました。
スポンサークラブ：和歌山東
RC より、樫畑友洋会長様及び
亀田直紀幹事様に新年度挨拶
にお越し頂きました。お足元の
悪い中、お越し頂き有難うござ
いました。本年度もどうぞ宜し
くお願い致します。
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○新年度初例会おめでとうございます。
和歌山東 RC 会長 樫畑友洋様 幹事 亀田直紀様
○皆様一年間宜しくお願い致します。
桝谷知樹君 太田恵示君 福田玉緒さん
○東 RC の会長・幹事様、有難うございます。 桝谷知樹君
○桝谷新会長、頑張って下さい。
有田佳秀君
○東 RC 樫畑会長、一年頑張って下さい。
青木保誠君
○和歌山東 RC の樫畑会長・亀田幹事のご活躍を祈念してい
ます。本日は、ご来訪有難う御座います。
初田隆生君
○桝谷新年度を祝し！藤井新会員を迎えて！
森本芳宣君
○桝谷会長、幹事、SAA さん一年間よろしくお願いします。
山下茂男君
〇桝谷丸の門出を祝して。 和田耕司君 重根康志君
平山裕次郎君 生駒喜一君 東山 充君 岩崎 昭君
寺本尚弘君 田上義人君 松本憲二君

～ありがとうございました～

