
      

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

   

 

 

ロータリー財 団 表 彰  

マルチプル・ポール・ 

ハリス・フェロー2回目 

     太田豊隆会員  

マルチプル・ポール・ 

ハリス・フェロー1回目 

中村美之会員 

津川善昭会員 

 

出席者報告                                                       

会員総数 39 名  3/ 19  出席者 27 名・出席率 72.97% 

出席免除会員 2 名 3/ 5   出席者 32 名・出席率 86.49%             井畑委員長 

 
有田 2000RC 前 任様・本日お世話になります。 

和歌山南 RC 成瀬宏司様、小野正克様・ 

本日 PR タイムを頂き、ありがとうございます。 

竹中君・親睦日帰り旅行おつかれさまでした。出席で

きなくてゴメンナサイ！ 

中岡君・駒阪さん、先日はお世話になりました。 

土屋君・本日、四男が小学校を卒業しました。 

IDM B 班・IDM B 班の会費の一部です。 

本人お誕生日御祝・青木君。 

配偶者お誕生日御祝・青木君。 

ご結婚記念日御祝・前田君、釜中君、中村君、市川君。 

第 2640 地区和歌山東南ロータリークラブ ２００７～２００８ 

例会日：水曜日 

第１・第２    夜間・18:30～ 

第３・第４・第５ 昼間・12:30～ 

例会場：華月殿 和歌山市屋形町 2-10 

事務局：〒640-8227  

  和歌山市西汀 26 経済ｾﾝﾀｰ 7F 

  TEL073-423-3666 FAX073-423-7200 

http://www3.cypress.ne.jp/tonan-rotary.html 

E-mil   a-rotary@coral.cypress.ne.jp  

 

和歌山東南ロータリー 

会  長  市川正夫 副会長 坂口和男 

会長エレクト 津川善昭 

 幹  事  駒阪純章  副 幹 事  溝落和作 竹中昭美 

 会  計  土屋一博  副 会 計  早田充宏 

 会場監督  松浦 薫 副会場監督  奥村智子 山田剛弘 

 直前会長  神谷尚孝 

３4 号 

                                                      市川正夫会長 

有田 2000ＲＣの前様、和歌山南ＲＣの成瀬様、小野様ようこそお出でいただきました。又、ご厚志を頂き誠 

に有り難うございます。本日は、駒阪幹事が所用のため休まれておりますので、併せてご報告致します。 

３月１６日学童野球東支部の閉会式に駒阪、津川、籠田、早田氏と私の５名が参加してきました。メダルを 

掛けてもらった子どもたちの目が輝いていました。 

 本日、例会終了後理事会を開催しますので、理事・役員の方はお残り下さい。 

 

 

 

 

 

先週例会報告 

 

      和歌山南 RC：成瀬宏司様、小野正克様ゲスト(株)ドラフトワイン・システム 南方

孝章様  

会場監督代理 和田達男 

会長挨拶  

本日の例会                 4 月 2(水) 『華月殿』 18:30～ 

              行事予定：クラブフォーラム 

                       広報・雑誌委員会 

次回の例会 

の例

会 

ｸﾗﾌﾞ会報委員長 中岡隆文 副委員長 郷間博敏   

 

ﾆｺﾆｺ箱  

報告 

 

                3月 26日(水) 『華月殿』 12:30～     

通算(1810回)  ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ：奉仕の理想 

行事: 会員卓話 ２・３月お誕生月会員 中岡会員 

出席率 UPにご協力をお願いします。 

  

ニコニコ箱 米山奨学金 ﾛｰﾀﾘｰ財団 東南育英会

累計 1,376,086 471,000 803,137 26,000  

 

保田君・会報の皆様、楽しい写真を載せて頂きありが

とう。 

市川君・第 4回東南会ゴルフコンペ、優勝させて頂き

ました。 

山本君・ちょっと良い事がありました。 

米山奨学金  

ビジター 有田 2000RC：前 任様 

       和歌山南 RC：成瀬宏司様、小野正克様 

癌患者のすすめ 【癌 を 生 き る 】  
和歌山南 RC：成瀬宏司様、小野正克様 

和歌山南ロータリークラブ創立 47周年記念事業 
癌に罹患し、癌と闘い、癌を克服し 

現在医療の第一緯線に立っている 

医師を招聘し、医師の立場より 

患者の立場で、癌療養について 

情報提供します。 

パンフレットのご掲示、配布を 

お願いいたします。 

 



 

 
第 3 回 Ｉ Ｄ Ｍ 発 表  

Ａ 班 リーダー 平 平治 

Ａ班は 2008 年 2月 28日(木)１８：００～、しゃぶ

しゃぶ日本料理「木曽路」で開催いたしました。 

10名中 5名の参加をいただき、2名のメークアップ

(土屋さん、松浦さん)をお迎えし 7名で行いました。 

テーマ１．会員増強に班として行動できる事。 

例会の様な大勢の集まりの中ではなく、少人数で率

直な意見の出やすい環境の下、活発な発言がたくさ

んありました。その中で以前留学生のお世話をして

いただいた松浦さんから非常に協力的なサポート

をしてくれた山本さんをお誘いしてはどうかとい

う話がでました。 

テーマ２．CLP・ｸﾗﾌﾞ細則検討委員会の提案について。

会員の減少に伴い委員会組織の統廃合ということ

に関しては、IDMの対応として実態的即した細則を

作るということでした。 

クラブ奉仕委員会 

１．職業分類、会員増強・選考委員会→会員増強委員

会とする。 

２．ロータリー情報・規定委員会→従来通り。 

３．プログラム、出席委員会→プログラム委員会 

４．広報･雑誌、クラブ会報委員会→会報委員会 

５．親睦活動、姉妹友好クラブ担当委員会→親睦委員

会 

以下については CLP･クラブ細則検討委員会の案の通

りで良いとのことでした。 

Ｃ 班 リーダー 籠田 弘 

3 月 3日(月)８：００～９：００ アバローム紀の国 

出席者：前田、角谷、太田、山本、山田、籠田 

ビジター：奥村(博)、奥村(智)、神谷、計 9名 

１．会員増強（班として何が出来るか） 

（結論）イ.見込先をリストアップ→忍耐強くアプロ

ーチ、チームを組んで説得。 

    ロ.有力先へＤＭ＝ロータリーの友(RC へ入

会しませんか)冊子。 

2．CLP・クラブ細則検討委員会の見直し 

（結論） 

Ａ.職業分類、会員増強・選考委員会の統合の件 

（案）会員増強と、分類・選考の 2部門に変更 

Ｂ.プログラム、出席委員会を統合の件 

（案）統合より、プログラム、出席委員会、会場監督

の密接な連携を計ることを推進 

Ｃ.広報･雑誌とクラブ会報の統合の件 

（案）クラブ会報は独立した方がいい。 

Ｄ.親睦、姉妹友好クラブ担当の統合の件 

（案）姉妹友好クラブ担当は国際奉仕に入れた方がい

い。 

◎委員会集約化 反対の意見もあり。 

（理由） 

イ．機構を変えても機能は変わらない。 

ロ．RCを理解する為に種々の経験をした方がいい。 

ハ．地区との整合性。 

ニ．委員長は意識に活動する要因となる。 

Ｂ 班   リーダー津留敦徳 

日時：3月 18日（火） 18時 00分～ 

場所：ろっこん 

出席：楠本・保田・山口・坂口・和田・津留（6名） 

テーマ１ 会員増強に班として行動できる事 

過去２回の IDM の議題とかなり重複しております

ので今回は別の角度からの意見です。 

勧誘をしなくても入っていただけるロータリーを

目指し、魅力あるロータリークラブであるために、東

南クラブ１クラブだけの活動ではなく、その地域（和

歌山 9 クラブ）・地区（２６４０地区）全体でグロー

バルな視点で奉仕活動ができないか？ 

その活動が魅力的なもので全会員が自覚をもって

活動ができれば、その活動に共感をされた方からロー

タリーに入会していただけるのではないでしょう

か？ 

どの組織でもありがちな誰かがやってくれるだろ

う、自分もやりたいけど言い出すのがはずかしいな

ど、今までの組織のマンネリ的な活動に会員自らがロ

ータリアンとして自覚を持ち、やり甲斐のある活動を

上部組織へ提案をして自らも実行する。 

それが会員増強への近道だと思います。 

テーマ２ 来年度の委員会構成の見直しについて 

無駄なものを省いて統廃合を行ない、できるだけ会

員の負担が少なくて済むような組織に歓迎致します。

上部組織へもその提言を実施できませんか？ 

 

Ｄ 班   リーダー中岡隆文 

日時：２月２９日（金）１８：３０～ 

場所：市内居酒屋“まりちゃん” 

出席者：市川・駒阪・津川・溝落・奥村（博）・井畑・

中岡 以上７名 

１． 会員増強に班として出来ること 

・今のクラブ情況は昔と比べて非常に雰囲気がいいク

ラブです。が、反面クラブに対する熱意は昔の方が

あったように思います。奉仕活動を考える上で、会

員全員が熱意を持って参加できるものも考えては

どうでしょうか？ 

２． 委員会構成の見直しについて 

・委員会構成の見直しには賛成です。今年度・次年度

の理事・役員の方々の方針に協力します。 

・会員増強と選考委員会は本来は別にするべきではな

いか？会員増強は会員を勧誘する委員会であり、候

補者を選考するのが選考委員会で、本来別の意味を

持つ委員会ではないかという意見も出ました。 

・会員減少の中では、委員会を分けることは不可能で

すが委員会の趣旨は理解しておく必要がある。 

ＣＬＰ･クラブ細則検討委員会 委員長 市川正夫 

来期の委員会構成について、ＩＤＭでのご意見を参 

考にして、理事会において検討して頂きます。 

今期では、下記以外にも定款・細則の改正が必要に 

なりますが、手続要覧が遅れておりますので、今回は

各特定分野の委員会構成のみについてとりあえず改

正案を上程いたします。 

 

細則の条文については、後日、ロータリー情報・規

定委員会と調整のうえ再度、上程致します。 

 


