第 680 回例会 2010 年 7 月 14 日

koi

☆ 司会進行 SAA 白井 勇 君
本日のプログラム

Celebration
【会員お誕生日】
ゴルフも上手に
なりました。
…多分。。

森本弘之 君

会長の時間

｢奉仕部門と各委員長の抱負｣

【ＳＡＡ】 白井 勇 君
今年一年よろしくお願い致しま
す。感じたことはニコニコ箱
を十分に集めなければ、な
かなか活動が上手くいかな
い。時期がら皆さんにニコ
ニコをお願いするのは心苦
しいですが、その辺りは、あ
の手この手で張り切ってや
っていきたいなと思います。
よろしくお願いします。

【奉仕プロジェクト委員会】
委員長 細川幸三 君
会長 尾﨑達哉 君

この日曜、選挙がありましたね、皆さん投票行ってきました
か？ この投票に
ついてですが、
「一番乗り」には
少ししなければ
いけないことがあ
るらしいです。
それは、投票箱
の中を確認すると
言うことです。
「何も入ってない」事を「確認しました。」と、宣言をしなければ
いけないことです。
あるＴＶ局のデータですが、選挙前に「あなたは選挙に行き
ますか？」と聞いたところ７４％の有権者が「行く」と答えている
らしいです。で、開票後の投票率は今回が５２％。後の２２％
の方はどうしたんでしょうね？
行く気があっても実際に行かないのは？少数を除いて特に
理由なんて無いはずです。
「しようと思ってたけどしなかった。」諦めたのとは違いますよね、
これは人間の特権？でしょうか？ 考えさせられます。
話はコロッと変わりますが、先週海南から吉備まで二車線の
有料道路を走ってきましたが、出来たての道路は明るくきれい
で走りやすかったですよ。
本日は各委員長さんの抱負です、言うなれば各委員会のマ
ニフェスト発表です。よろしくお願い致します。

本格的な活動としてＣＬＰにて
統合された職業、社会、国際
奉仕委員会などの奉仕
プロジェクトの元を築くこ
とに努力する。過去にな
かった委員会なので例
年になく少し変わったも
のになってます。
○職業奉仕 ・職場見学の
実地（中学生等の職場体
験学習の受け入れ）。
○社会奉仕 ・ロータリー合同社会奉仕活動などへの参加
（例年の煙樹ヶ浜の奉仕活動）。
・環境保護活動の計画（去年取り組みした「チーム－6%」へ
の参加の活動継続）。
○国際奉仕 ・ロータリー財団委員会奉仕プログラムの参加、
及び財団プログラムの理解。
・普通寄付、特別寄付への理解、及び協力。
○米山奨学委員会 ・米山奨学金への理解を深める。
・米山候補者をめざす。
・平均寄付額の同額。
○青少年奉仕委員会 ・地元高校優秀生徒の御坊東ＲＣ表
彰の実施（特に御坊東ＲＣ表彰の方に力を入れていきたい
と思います）。

就任のごあいさつ
ガバナー補佐 ＩＭ第２組担当 塩路良一 様
御坊ロータリーの塩路良一です。先般は卓話にお邪魔をさ
せていただきましたが、新年度になりましてまたやってまいりま
した。まずは、尾崎会長様はじめ新体制へご就任おめでとうご
ざいます。
私は今から１１年前に、元貴クラブ垣内会長と同期でクラブ
会長をしていました。その年度の正月に御坊３クラブ合同例会
を初めて行い、今も続いているのは嬉しいことです。
そのころから数年、貴クラブ御坊クラブ２つだけで合同の忘
年家族会を催したのも思い出で、貴クラブにはとても親しみを
持っております。
クラブ会長をやって一丁あがりと気ままを決め込んでいたの
ですが、地区へ引っ張り出されたり、そして今度はガバナー補
佐とやら、しかも海南、有田、御坊の計９クラブ全部を担当する
ことになり、７月に入ってきょうまで延べ１１回もクラブ訪問をさ
せていただき、此処でようやく一区切りです。
米田ガバナーは、1997 年に出来た堺フェニックスＲＣのチャ
ーターメンバーで、ご専門は薬学であり薬局チェーンを経営さ
れています。クラブ会長のほか地区の委員（長）を歴任され、
女性とは思えない知識人格の備わったすばらしいお方です。
地区組織など果敢に改革されています。クラブ公式訪問に
は、ロータリーマークのついた専用車を用いられるそうです。
それでは１年間、どうぞよろしくお願いします

幹 事 報 告

幹事 森本弘之 君
○御坊市花火大会共催について前年と同じ 2 万円の寄付をさ
せて頂きます。
○有田 2000ＲＣとの合同例会「9 月 8 日（水） 夜 7 時から橘
屋」です。
有田 2000ＲＣさん 500 回記念例会で成川ガバナーさんが
来られます。
○8 月から例会前に理事会を行います。
「6 時から理事会を 30 分し 6 時 30 分までに終了」と決定。

出席報告
会員数 欠席者
15名

2名

出席委員会 小池佳史 君
出席者
免除会員 出席率
13名

0

6月30日 の修正出席率

86.7%

なし

♪ 川の流れのように ♪
知らず知らず歩いてきた
細く長いこの道
振り返れば遥か遠く 故郷が見える
でこぼこ道や曲がりくねった道
地図さえない それもまた人生
ああ 川の流れのように
ゆるやかにいくつも時代はすぎて
ああ 川の流れのように
とめどなく 空が黄昏に染まるだけ

次回例会のご案内
委員会報告
【15 周年記念実行委員会】 委員長 玉置幸史 君
当クラブの 15 周年記念式典は「2011 年 2 月 13 日（日） 南
部ロイヤルホテル」で行います。
内容は検討中。皆様、確認の上、よろしくお願いします。

ニコニコ箱

SAA 柏木泰生 君
◇尾崎達哉 君 ガバナー補佐ようこそ。委員長さん発表よろ
しく。
◇玉置幸史 君 塩路ガバナー補佐様をお迎えして。
◇小池佳史 君 ガバナー補佐、塩路良一さんをお迎えして。
◇細川幸三 君 ガバナー補佐、塩路良一様ようこそおいで
下さいました。
◇小林隆弘 君 蒸し暑い日が続いています。体調にお気を
つけ下さい。
◇白井 勇 君 皆様ニコニコ沢山、本年度よろしくお願いしま
すよ！

★7/8 例会は
御坊 RC 岡本恒男 君
「姉妹クラブについて」
の卓話です

【クラブ管理運営】 委員長 小池佳史 君
○出席 ・欠席は仕方ないにしてもメーキャップで補って頂く、
他クラブへなるべく行く、一年間出席された方に皆勤賞を渡
したいと思うのでニコ
ニコ箱へ入れても
らうという形。

○親睦 ・去年と同じような（白井君ありがとうございます）親睦
旅行を計画、自己負担はあくまでも多くなってくると思います、
エスコート役として小林さんにお願いしたい、一度、熊本県
も考えてみたいなと。
年明け検討しております。月見、花見に近いものもしたい
と思います。
○プログラム ・8 名で各一ヶ月単位ローテーションでやってい
きたいと思います、色んな人の卓話を聞きたいということで今
月末に御坊ＲＣ岡本恒夫さんに「姉妹クラブとは」をテーマ
に卓話をしてもらいます。
・8 月には細川君担当で御坊クラブ前年度の塩路会長にカ
ナダのトロントの国際大会に、ご夫婦で出席されたと聞いて
ますので 30 分の卓話プロジェクターで説明あります。
・龍田君や日高川町長の玉置さんにも声かけて考えてます。
飽きないプログラムになるよう努力しますので、よろしくお願
いします。
【会員組織委員会】 副委員長 栗本 浩 君
クラブ協議会の話です。
○楽しい例会を開いてクラブとして魅力あるようなことをして退
会者がでないようにする。
○新しいメンバーを入れてクラ
ブの活性化を図る。
○増強はできるだけ 1 名で
も 2 名でも何とか新しい会
員が入るよう努力していき
たいと思います。

【15 周年記念実行委員会】 委員長 玉置幸史 君
○当クラブの 15 周年記念式典は
「2011 年 2 月 13 日（日）
南部ロイヤルホテル」で行い
ます。
チャーターナイトの一日手前
になります、昼 11 頃から始め
ます。
式典にお迎えするのは各クラブ
の会長さん、記念事業に関する
ゲストさん、地元、中央ライオンズの方々を考えてます。大体
60～70 名の出席参加人数を予定しています。
○本年度予算は記念事業に 50 万程度、記念誌に 50 万程度、
記念式典に 100 万程度の、大雑把ですが予算を立ててま
す。

「ガバナー補佐新任の挨拶」
ガバナー補佐 塩路良一 様

暑中お見舞い
申し上げます。

