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第 １８１７回 例 会

７月 ﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ
１㌦＝107 円

桝谷 知樹君
今年度は、新型コロナウイルス感染
症に関するお話が中心になること

12：30

◇Ｒソング ： 「四つのテスト」
～ピアノ演奏 ♪ 辻本美恵子さん～
ソング副委員長：田邉昌也君
◇ご来客紹介
親睦活動委員長：田村宣明君
◇出席報告
出席副委員長：田邉昌也君
◇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

は避けられません。悪しからずご了
承ください。
昨日も東京では、新たに２０６人の
新型コロナウイルス感染者が出ま
した。これで４日連続２００人を超
えたことになります。大阪では、新たに３２人の感染者が
出て、とうとう独自基準「大阪モデル」による「黄信号」
が初めて点灯しました。大阪ではこの点灯で、夜の繁華街
で飲食する若者には大声での会話や回し飲みを控えるよ
う、大学等を通じて注意を促し、対策を取っていない「夜

◇閉会点鐘

１３：３０

の街」の施設の利用自粛を呼びかけることになります。テ
レビ番組では、感染者発生地域を黄色で塗りつぶした地図
がよく出てきますが、最近の地図は、日本全体が黄色に塗

次回例会

７月
月２０日（月）

りつぶされてきたように思えてなりません。いよいよ緊急

クラブフォーラム

事態宣言が再発令される日が近づいてきたのではないで

「第３回クラブ協議会

しょうか。ところで、新型コロナウイルスの感染拡大の影

～木綿紀文ガバナー補佐をお迎えして～」

響を受けた産業の消費を喚起するため政府が打ち出した
「ＧｏＴｏキャンペーン」のうち、国内旅行における宿泊
代金などの料金割引が、７月２２日から始まるようです。

前回例会報告
出席報告

７月 13 日（月）

（会員総数３２名 免除３名）

出席会員：２２名

出席率：７０％

６月２９日( 月) 休会の為 出 席 率 ： ０ ％

ビジター報告

田村宣明君

コロナ感染者が再び増え、第２波がもうすでに到来したの
ではないかとまで言われている中で、なぜこのキャンペー
ンを強行しなければならないのかとの批判の声が一部で
上がっています。このキャンペーンに関して、一昨日のあ
るテレビ番組で視聴者のオンラインアンケートを実施し
た結果、この夏に「旅行したい」が１８％、「旅行したく
ない」が６４％、「どちらでもない」が１８％となってい
ました。さて、この結果を見て、やはり旅行したくないと
考えるのか、逆に、これなら旅行者が少ないのでむしろ安
全だから旅行したいと考えるのか。皆さんはどう考えるの

合計３名

でしょうか。

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
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

クラブフォーラム～第２回クラブ協議会～
「本年度活動方針と活動計画について」-要旨≪クラブ奉仕委員会：平山裕次郎委員長≫
・活動方針：本年度クラブテーマ「健康と安全を第一
に」を実践し、このテーマにふさわしい
クラブ奉仕の実現に努めてまいります。
・活動計画：前期後半より世界各国で新型コロナウィ
ルス感染症が流行しています。今期は
『命あっての物種』のことわざの如く会員
の健康と安全を第一に考えた例会行事及
びクラブ奉仕に努めてまいります。
------------------------------------------------

≪会員増強・会員選考・職業分類委員会：明楽修身委員長≫
・活動方針：クラブの健全な運営ならびに活性化のた
めにも、是非とも純増が必要です。会員
増強と共に会員の維持にも力を入れてい
きたい。
・活動計画：１、増強に対する意識を高める。
２、純増を目標に全員で努力する。
------------------------------------------------

≪R 情報・規定委員会：有田佳秀委員長≫

かな感情を育み、明るく親しみのある例
会となるよう、各ソングを通じて会の雰
囲気づくりに努める。
---------------------------------------------------

≪クラブ会報・雑誌・広報委員会：松本憲二委員長≫
・活動方針：通常の会報・雑誌・広報活動は例年通り実施
し、それらをふまえた上で、HP 以外でも、
Twitter 等の SNS を活用した情報発信を実
施することにより、クラブの活動をより多く
の人に知ってもらう仕組みを構築します。
また、今年は新型コロナウィルスの影響によ
り、活動が制限されることもあるかと思うの
で、
簡単な打合せ等は ZOOM、
SKYPE、
LINE
等を利用することができないかどうか等も検
討していきたいと思います。
・活動計画：1．姉妹クラブ、友好クラブ、その他のクラ
ブとの会報交流。
2．ロータリーの友誌の興味ある記事の紹介。
3．継続事業として市民図書館、和歌山刑務
所へロータリーの友誌を寄贈。
4．日頃のロータリー活動を SNS を通じて発
信。
5．ZOOM、SKYPE、LINE 等の利用検討。
--------------------------------------------------

・活動方針：新会員への情報提供、ロータリークラブ
の理念、目的、歴史、奉仕活動等への理
解を求める。
・活動計画：１．Ｉ．Ｄ．Ｍ．を年４回実施。
≪親睦活動委員会：田村宣明委員長≫
２．新会員へのインフォメーションの実
・活動方針：コロナ自粛期間の Stay home で家族間の親
施。
睦が深まった後、会員同士の親睦も深め新し
３．2020 年規定審議会の決定への対応。
い時代の親睦、交流を見つけて行きたい。
-----------------------------------------------・活動計画：１、手洗い、マスク、除菌を徹底しゲストや
≪出席委員会：花野剛一委員長≫
ビジターに気持ちよく参加していただ
・活動方針：
「地域社会をもっと良くする」を合言葉に、
く。
和歌山北 RC 会員が力をつなぎ、それぞれ
２、親睦家族旅行、年末家族会は世の中の状
のプロジェクトを発展させていく。また、
況を見ながら慎重に検討する。
重要なことは、さらに多くの奉仕を成し遂
----------------------------------------------げるために会員数の増員にむけた組織的か
≪プログラム委員会：篠木 豊委員長≫
つ戦略的な取り組みを考える。
・活動方針：クラブ例会や特別の会合のため、プログラム
・活動計画：１、和歌山北 RC 会員の出席率向上
を計画・準備・手配し、プログラムの実施を
２、親睦・高潔性・多様性・奉仕の心を
通じてクラブによるロータリー活動の円滑な
保ち続けること
実現を目指し、特に理事会や各委員会の活動
３、ローターアクトクラブとの親睦と奉
計画が円滑に実行されるようにプログラム
仕活動
を提供することを活動の目標とする。
-----------------------------------------------・活動計画：１、各ロータリー特別月間に該当委員会

≪ソング委員会：花野剛一委員長≫
・活動方針：例会の始まりは歌からです。歌は喜びや
感動を共有できるとともに絆が生まれます。
まず最初に大きな声で歌うことは、その後の活
発な意見交換にもつながるものですので、ソン
グを通じて例会を盛り上げていきたい。」
・活動計画：ローターリーソングを愛唱し、そして豊

の卓話を実施する。
２、外部卓話を多く実施することにより、
魅力のある例会の実現を目指す。
３、近隣住民も参加可能な公開例会(オー
プン例会)を実施に向けて計画する。
---------------------------------------------------

四つのテスト

言行はこれに照らしてから

≪職業奉仕委員会：田村宣明委員長≫
・活動方針：コロナ禍の後、本当に困っている人々に
何ができるのか今まで学んできた奉仕の
精神を再認識する。
・活動計画：１、いま私たちにできる社会貢献とは何
かをもう一度考える。
２、新しい時代に何が必要か考える。
------------------------------------------------

≪社会奉仕委員会：岡田義典委員長≫
・活動方針：RI テーマ及び地区の方針に沿って「奉仕
の理念に基づき支援を必要とする人々の
生活向上に寄与」地域社会の為の社会奉
仕活動を実践する。
・活動計画：１、和歌山刑務所内の｢和歌山北ＲＣ文庫」
への図書類等の寄贈と関連奉仕活動
の実施。
２、識字率の向上運動への協力。
３、薬物乱用「ダメ。ゼッタイ。国連支援
募金」への協賛。
４、
「社会を明るくする運動」への協力。
５、年末家族例会でのチャリティー活動の
実施。
６、地区社会奉仕委員会が推奨する奉仕活
動への協力。
７、社会奉仕に関する事業一般。
８、各種事業への参加と協力。
------------------------------------------------

≪環境保全委員会：渡邊孝富委員長≫
・活動方針：環境保全はミラに地球に必要なエネルギ
ー、一つでも大切に一日一善、一日一保
全で明るい未来へ。
・活動計画：１．和歌山県庁、正面玄関前プランター
の花の植え替えを行う。
２．和歌山市内 9RC 共同奉仕事業の JR
和歌山駅前花壇の植替えを行う。
３．一年に一本でも植樹を行う。
------------------------------------------------

≪国際奉仕委員会：和田耕司委員長≫
・活動方針：１、国際奉仕の意義を会員各位に理解し
て頂き、奉仕活動に出来るだけ多く
参加して頂くよう情報を提供する。
２、姉妹クラブとの友好関係の継続と共
同奉仕事業を実施する。
・活動計画：１．2 月の世界月間にクラブフォーラム
を実施。
２．創立 42 周年記念例会に参加要請し
ます。(東済州 RC など)
------------------------------------------------

≪R 財団委員会：初田隆生委員長≫
・活動方針：R 財団について理解して頂き、協力して

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

頂けるよう努力する。
・活動計画：①地区目標達成のために協力する。
・年次基金寄付：一人あたり 180 ド
ル
以上
・ポリオ・プラス寄付：一人あたり
30 ドル以上
②R 財団について卓話を行う。
③R 財団地区補助金の申請を検討する。
-----------------------------------------------

≪米山記念奨学委員会：重根康志委員長≫
・活動方針：米山記念奨学事業を改めて一から勉強し
たいと思います。
・活動計画：私は、元より会員の皆様方に米山の現状
と必要性を少しでもご理解頂けるよう
に努力します。
----------------------------------------------≪青少年奉仕委員会：山下茂男委員長≫
・活動方針：無限の可能性を持っている子供たちの健
全な育成を願い、ライラ活動・青少年」
活動に参加し、多くの青少年、関係各位
と交流を深める。
・活動計画：１）和歌山市軟式野球連盟学童部西支部
「和歌山北 RC 杯争奪大会」の継続。
２）和歌山北 RC ジュニアゴルフカップ
競技大会の継続。
３）青少年奉仕のための月間卓話の実
施。
４）ライラ活動への参加。
-----------------------------------------------

≪会計：森本芳宣会計≫
・活動方針：新型コロナが早く終息し、クラブ運営が
正常化して、収支予算が執行される事を
期待したい。
・活動計画：余裕ある予算とするため、会員増強及び
ニコニコ箱への募金をお願いしたい。
-----------------------------------------------

≪SAA：福田玉緒 SAA≫
・活動方針：気さくで和やかな雰囲気の中にもロータ
リアンとしての品格のある例会進行に
努める。
・活動計画：１．例会スケジュールの円滑な進行に努
める。
２．卓話者と卓話時間の調整を計り、十
分な卓話時間を確保できるように
努める。
３．ゲストとビジターの方々への対応を
失礼のないよう努め、例会を楽しん
で頂けるような進行に努める。

四つのテスト

幹事報告

太田

言行はこれに照らしてから

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
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恵示君

≪７・８月クラブ行事≫
≪回覧≫
・7 月 6 日（月）開催、
「第 1 回定例理事役員
会」議事録
・新年度ガバナー月信 7
月号
・岩出 RC より会報

７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～」

７月２７日（月）臨時総会
「前年度決算・本年度予算について」
８月

≪その他≫
・本日例会終了後 13：40～例会場にて前年度
2019-2020 年度「第 10 回臨時理事役員
会」を開催します。前年度の理事役員の皆
様、よろしくお願いいたします。
・次回例会は、7 月 20 日(月)ルミエール華月
殿６Ｆ 12：00～14：00（時間延長）
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～」
※例会内でのクラブ協議会ですので、出来る
だけ皆様にはご出席いただきたくよろし
くお願いします。

３日（月）ガバナー公式訪問
国際ロータリー第 2640 地区
ガバナー

藤井秀香様

「ガバナーアドレス」
＊11：30～12：30「会長・幹事との懇談会」
８月 1０日（祝）山の日の振替休日

休会

８月１７日（月）クラブフォーラム
「会員増強月間にちなんで」
会員増強委員会：明楽修身委員長
８月 2４日（月）夜間例会

18：30～

ルミエール華月殿６Ｆ

～会報・雑誌委員会よりお知らせ～

８月３１日（月）新会員卓話

① P6 のロータリーの誕生とその成長・日本
のロータリー・ロータリーの目的掲載。

予定

ニ
ニコ
コニ
ニコ
コ箱
箱

② P32 に第 2640 地区 藤井秀香ガバナー
の紹介記事が掲載。

〇クラブ協議会、各委員会委員長様発表宜しくお願い致します。
桝谷知樹君

③ ロータリークラブ創設者のポール・ハリス
の生い立ち（前半）の連載開始。
以上、新年度ロータリーの友誌 7 月号より、
他の掲載記事と共に上記 3 項目をご拝読下さ
い。特に新会員様に関してはロータリークラブ
をご理解頂く手助けになると思います。

太田恵示君

福田玉緒さん

○ニコニコ箱募金。

重根康志君

○ニコニコ箱募金。

田上義人君

○ニコニコ箱募金。

岩崎 昭君

○ニコニコ箱募金。

寺本尚弘君

○ニコニコ箱募金。

松本憲二君

クラブ会報・雑誌・広報委員会
委員長 松本 憲二

～ありがとうございました～

◆ 市 内 他 ク ラ ブ 例 会 情 報 ： メ ー ク ア ップ を し て 出 席 率 の向 上 と 親 睦 の 輪 を 広 げよ う！!
７月２０日（月） 和歌山アゼリア

内部卓話：「Bar」中村善夫様

７月２１日（火） 和 歌 山

ガバナー公式訪問：国際ロータリー第２６４０地区

７月２２日（水） 和歌山東南

卓話：「ガバナー補佐よりのお話し」

７月２２日（水） 和 歌 山 西

夜間例会

ガバナー

藤井秀香様

木綿紀文ガバナー補佐様（和歌山 RC）

「魚菜八風」18：00～

例会変更：サイン受付 ラヴィーナ和歌山 12：00～12：30
７月 2３日（木） 和 歌 山 東

祝日休会（海の日）

※サインの受付はございません

７月 2３日（木） 和歌山城南

祝日休会（海の日）

※サインの受付はございません

７月 2４日（金） 和 歌 山 南

祝日休会（スポーツの日） ※サインの受付はございません

７月 2４日（金） 和 歌 山 中

祝日休会（スポーツの日） ※サインの受付はございません

