第 771 回例会 2012 年 7 月 4 日
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☆ 司会進行 SAA 村上宗隆 君
＜ビジター＞
＊御坊 RC
会長 家永信彦 君、同幹事 原 均 君

＊御坊南 RC
会長 塩路哲英 君、同幹事 田淵光彦 君

会 長 告 知

会長 龍田安廣 君

皆様 今晩は。
本年度、会長に就任致しました龍田安廣でございます。一年
間よろしくお願い致します。
本日は御坊ロータリー家永会長、原幹事、御坊南ロータリ
ー塩路会長田淵幹事にお越し頂きまして有り難うございます。
後程、挨拶の程よろしくお願い致します。
今年度の R.I 会長のテーマは「奉仕を通じて平和を」と言う
ことであります。
コメントは割愛させ
て頂き又の機会
にとしますが
私の今年の
サブテーマは
「自分の行動に
責任を持とう」で
あり自分自身に言い
聞かせながら各会員の皆様もよろしくお願いしたいと思いま
す。
簡単ではありますが本年度一年間、小池幹事共々一生懸命
頑張りますので皆様のご協力の程よろしくお願い致しまして私
の挨拶とさせて頂きます。

本日のプログラム

「新年度 3RC 会長幹事挨拶」

御坊 RC 会長 家永信彦 君
皆様こんにちは。今年度御坊ＲＣ会長を仰せつかった家永
です。
平素は御坊 RC の活動にご協力いただき御礼申し上げます。
前年度の栗林会長様、細川幹事様１年間ご苦労様でした。ま
た今年度会長の龍田様、小池幹事様これから１年間どうかよろ
しくお願いいたします。
私は会長就任に当たり、
地域の子育て支援と青少年
健全育成をメインテーマと
いたしましたが、３クラブ会長
幹事会の折に、御坊南 RC
塩路会長様から３クラブ合同で、
何か社会奉仕事業をしようではないか、
そしてそのテーマは青少年健全育成が良いのではないかとの
ご提案をいただきました。
私の思いと全く合致するご提案でしたので賛同させていた
だきました。そして３クラブで協議の結果、御坊東 RC 様に合同
事業の主幹クラブをお願いすることになり、龍田会長様から御
快諾をいただいております。
現在３クラブの社会奉仕委員長さん中心に計画を練って頂
いている所でございますがどのような形になるか今から大変楽
しみにさせていただいております。又それに加え２００８～２００
９年度から始まった３クラブ合同煙樹が浜一斉清掃事業も引き
続き行われる予定とお聞きしています。この様な合同事業は各
規模の大きな奉仕活動が可能になり、ロータリークラブに対す
る地域社会の認知度とイメージアップに繋がるものと期待して
おります。この１年間の御坊東 RC 様のご発展をお祈りし、また
御坊 RC に対し例年と変わらぬご協力を賜りますようお願いし
挨拶とさせていただきます。
御坊南 RC 会長 塩路哲英 君
昨日の我がクラブの第一例会には龍田会長並びに幹事の
小池様にはご挨拶に来ていただき誠に有難うございました。
本日は当クラブの第一例会で
すので少し挨拶をさせて
いただきます。私も二回
目の会長を引き受け今
後一年間頑張って参り
たいと思いますが東ク
ラブ様と一緒になって合
同事業等に協力をしあいな
がら進めて参ればと思っています。

早速ですが９月には社会奉仕事業として３クラブで統一事
業の青少年育成についてイベントを開催させていただきます。
このように３クラブが「力」を合わせれば大きな事業として実
施もされますし「広報」活動にも役に立つと思います。
しっかり情報を交換しながらこの一年間進めて参りたいと思
っていますのでよろしくお願い申し上げます。
御坊東クラブの門出をお祝いして私の挨拶に代えさせてい
ただきます。

るのですが、クラブ週報の表紙のデザイン写真をどうしていく
かということなのですが。先日、会長の自宅へお邪魔して意向
をお伺いしました。ご提案がございましたら是非ご一報下さ
い。
ニコニコ箱

SAA 村上宗隆 君
◇御坊 RC 家永信彦 君（過分に）一年間宜しくお願いいたし
ます。
御坊南 RC 幹事 田淵光彦 君
◇御坊 RC 原 均 君（過分に） 本年度宜しくお願い申し上
本年度、御坊南クラブの幹事をさせて頂きます田淵です。
げます。
今年度、塩路会長も会長２回目ですが、私も今回で幹事２回 ◇御坊南 RC 塩路哲英 君（過分に）龍田会長、小池幹事様、
目となります。
今年も出来る限り協力して活動を致しましょう。
２回目ですが、まだロータリ
◇御坊南 RC 田淵光彦 君（過分に）本年度、御坊南 RC の幹
ー暦も浅く未熟者ですので
事をさせて頂きます。一年間宜しくお願い致します。
皆様のご指導ご鞭撻なくし
◇龍田安廣 君（過分に）いよいよ本年が始まりました。皆さん
ては幹事の大役は務まり
宜しくお願い致します。
ません。
◇小池佳史 君（過分に）幹事として一年間頑張ります。宜しく
何卒この一年間ご支援ご
お願いします。
協力を賜りたくお願い申し上げ
◇栗本 浩 君 本年度より、出席免除会員になりました。宜し
ご挨拶とさせて頂きます。
くお願いします。
◇栗林久一 君 龍田会長、小池幹事、本年度一年間宜しく
御坊東 RC 幹事 小池佳史 君
お願い致します。
龍田会長の元、前向きに目標を持って頑張ります。まず会員
◇細川幸三 君 2012～2013 年度初例会おめでとうございま
増強に努力します。
す。今年度も宜しくお願い申し上げます。
そして、３クラブ合同で社会
◇玉置幸史 君 今年度スタートを祝して。今年度も宜しくお
奉仕事業として９月９日（日）
願いします。
日高川交流センターにて
◇白井 勇 君 2012 年度始まりました。
青少年育成事業として、
◇村上宗隆 君 新年度を祝し
一部で講演と二部で筝曲と
◇小林隆弘 君 〃
ブラスバンドの演奏のプログ
ラムで計画中です。
出席報告
当クラブも全面的に協力したい
出席委員会 雑賀鈴夫 君
と思いますのでよろしくお願いします。
会員数 欠席者

幹 事 報 告

幹事 小池佳史 君
○新年度初理事会 7 月 11 日 例会終了後、開催します。
○河内長野 RC 50 周年記念が贈られてきましたので回覧しま
す。
○識字率向上の件で、地区の方から挨拶にこられます。

15名

2名

出席者
13名

6月13日 の修正出席率

免除会員 出席率
1
86.7%

86.7%

⇒ 93.3%

委員会報告
【奉仕プロジェクト委員会】 委員 森 裕之 君
先ほど皆さんにお配りしたカモメールのハガキは私からのプ
レゼントです。今年度も職業奉仕の方で四つのテストをコマー
シャルしまして子供たちの手紙離れをなくす為に、市・町の小
学生の皆に寄付させて頂き、教材に使って頂きます。御坊市
は村上君、日高川町は龍田会長、日高町は私、美浜町は森
本君と各地区のロータリアンが教育委員会教育長に渡して頂
きます。来週あたりに予定していますので、新聞社の取材の方
もお願いし、宜しくお願い致します。
【クラブ管理運営委員会】 委員長 白井 勇 君
来週のプログラムは各委員長の所信表明ですが、３委員会
しかないので間が持ちません。理事の方、役員の方も出番が
あると思いますので宜しくお願い致します。
【クラブ管理運営委員会】 委 員 尾崎達哉 君
先週もお知らせしましたが、本日名刺のいる方は例会終了
後、写真を撮りますので、帰らないで下さい。何年も言ってい

次回例会のご案内
★7/18 例会は
和歌山高専 林 和幸 様
の外来卓話です。

