
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さま、こんばんは。 

2022-2023 年度の初例会に、

出席頂きありがとうございます。

私、会長梅田、井上幹事、藤田

SAA体制で、みんなを笑顔に出

来るように 1 年間頑張りたいと

思います。よろしくお願いします。 

この 2 年以上、コロナ過で色々な活動が制限されてい

ましたが、世の中も動き出し、ロータリーの活動も動

き出せると思います。 

先日、市内 9 ロータリークラブの会長幹事会が有り、

I.M.の開催や地区大会の開催等を聞くとそのように感

じました。私達も、出来る活動から再開していきたい

と思います。 

先ずは、前年度から引継ぎの、ひとり親家庭の食糧支

援を、皆の力で成功させましょう。 

そして、インターアクトクラブも動き出しました。

25 周年記念事業としての 2 つの活動を達成させて、

記念式典を迎えたいと思います。 

梅雨入りしたかと思ったら、アッという間に梅雨が明

けてしましました。水不足や節電等の制約も出てくる

事も考えられます。熱中症の事故が多くなっています。

マスク規制が有りますが、体調管理をしっかりして調

整して頂きたいと思います。 

この一年、皆が健康で楽しく過ごせますように、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

2022-23 年度 和歌山アゼリアＲＣのテーマ

会 長  梅田 千景 ／ 幹  事  井上 晴喜  

『 』 
 

2022-2023 年度 [例会日] 毎週 月曜日 12：30～13：30  

[例会場] 和歌山市湊通丁北 2-1-2 ホテルアバローム紀の国 

[事務局] 和歌山市雑賀屋町 52 南方ビル２階 （〒640-8249） 

TEL 073-435-3470 / FAX 073-435 -3472    
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------- 本日の例会 7 月 11 日（月） --------- 

第 1028 回例会 

☆今年度委員会活動方針・事業計画の発表 

                         常任委員長 

                         特定分野担当委員長 

◎例会後理事・役員会 

 

 

------- 次回の例会  7 月 25 日（月） ---------                    

第 1029 回例会  

☆内部卓話「魅力的な米国株投資」 

                             佐々木卓也会員 

                          

 

--- 前回の例会記録  7 月 4 日（月） --------- 

第 1027 回例会  新年度初例会 

○ロータリーソング   アゼリアの友よ 

 ○ゲ ス ト 紹 介   米山奨学生 ホ・ジョンウンさん 

○ビジター紹介 

○出 席 報 告  会員数 28 名（内出席免除 3 名） 

本 日 の 出 席   7 月 4 日 27/28 名 96.43％ 

メーキャップ   0 名 

国際ロータリー第 2640 地区 和歌山アゼリアロータリークラブ Weekly Report 



 

澤本会員より、新年度お祝い

のお饅頭を頂きました。お席

の方へ置いておりますので、

お持ち帰りください。澤本さ

んお心遣いありがとうござい

ます。 

ボックスに会費納入のお知ら

せを入れておりますので 7 月中にお支払いをお願いし

ます。 

組織図を訂正しております。松平真次さんですが、ク

ラブ奉仕委員会から社会奉仕委員会の方に変わって頂

くことになりました。新しく組織図を変更しボックス

に配布しておりますので、ご自身の委員会を今一度確

認しておいて下さい。 

今年度の週報を綴るファイルをご利用の方は受付に置

いておりますので各自お持ち帰りください。 

7 月 1 日早々、和歌山市内市内９ロータリークラブの

会長幹事会が開催されましたのでご報告させて頂きま

す。 

議題 

①県知事、市長表敬訪問について 

多数決により、行う事で決定。日時等は、ホストク 

ラブ（中 RC）で調整。 

②木潮会との懇親会について 

ホストクラブより先方に意向を伺い、開催の有無を 

決定する。 

③ガバナー補佐より 

和歌山市役所に設置済みのストリートピアノをお借 

りする等の連絡先を後日案内していただけるとの事。 

④東南 RC より 

9RC 合同ゴルフコンペは、早目に日時を決定し連 

絡するとの事。 

⑤北 RC より 

今期インターシティミーティング開催について。 

日程 2023 年 3 月 18 日（土） 

14 時 30 分～17 時 

場所 アバローム紀の国にて。 

⑥城南 RC より 

まだ未確定であるが、35周年記念例会は 2023年 4 

月 9 日 和歌山マリーナシティホテルにて開催の方 

向で検討中。 

⑦アゼリアＲＣより 

25 周年記念式典の日程 

（2023 年 3 月 25 日、アバローム紀の国）を報告 

済み（時間は未定で報告） 

 

 

 

 

前年度松本 良二会長より、今年度梅田 千景会長へ 

前年度松本 博幹事より、今年度井上晴喜幹事へ 

バッジの引継ぎが執り行われました。 

 一年間宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

梅田会長より、 

前年度松本会長、松本幹事へ 

記念品の贈呈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

◎前年度Ｒ財団･米山記念奨学委員会 

              大野 治朗前年度理事 

前年度ロータリー財団財団並

びに、米山記念奨学会の個別

寄付状況のお知らせを、ボッ

クスにて配布させて頂きまし

た。なお、クラブ寄付達成会

員さんへの表彰は 8 月 1日の

納涼夜間例会の時にさせていただきます。 

 

◎ロータリー財団･米山記念奨学委員会 

米山奨学生 ホ・ジョンウンさんへ 7 月分の奨学金を

お渡しいたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎社会奉仕委員会                松本 良二委員長 

今年度も、月１回ワンワン基

金の募金箱を回しますのでご

協力お願いします。 

 

 

 

 

◎職業奉仕委員会                岡本 嘉之委員長 

今年度の会員名簿を各テーブル

に配布させて頂いております。

中身をご確認いただきミス綴じ

などございましたら交換致しま

すのでお申し出ください。 

 

 

７月お誕生月の皆様おめでとうございます 

１日 白神 修次会員  4 日 梅田 千景会員 

13 日 佐々木卓也会員  16 日 坂部美智子会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦♦♦ 会長  梅田 千景 ♦♦♦ 

2022-23 年度 和歌山アゼリアロータリークラブの

テーマは「みんなを笑顔に」です。 

2022-23 年度 RI 会長は 国際ロータリー初の女性会

長、カナダのジェニファー・ジョーンズさんです。同

じ女性として、とても誇らしく思います。 

市内 9RCでは、私と南 RCだけが女性の会長で、女性

の幹事さんが一人。もっと女性が活躍出来るのではと

思いました。 

RI のテーマは「イマジン ロータリー」です。世界

  

 



にもたらせる変化を想像して大きな夢を描き、その実

現のためにロータリーの力とつながりを生かすように。

想像して下さい、という壮大なテーマです。 

「想像して下さい、みんなの笑顔を。みんなを笑顔に

するには、どうすれば良いでしょうか？私たちに何が

出来るでしょうか？」果たしがいのある責任を会員が

担えるように、会員の積極的な参加を促すためにはロ

ータリーには適応と改革が必要だと言っています。 

その中で、大切なのは会員にとっての心地よさと配慮

とも言っています。アゼリア RC も変化に適応し、改

革をしなければいけないところが出てくるかもしれま

せん。会員皆が笑顔でいられるクラブで有りたいと思

っています。 

第 2640 地区のガバナーは、森本芳宣さんです。地区

のテーマは「行動し、実践することにより、“ロータ

リーの輪”と広げよう」です。実行出来る事は即行動

し長く継続出来る奉仕を、コツコツと実行していくよ

うにと言っています。コロナの終息は見えませんが、

少しづつ世の中が動きだしてきました。 

奉仕活動も出来る事から始めていきたいと思います。 

松本年度の青少年育成委員会の事業と 25 周年記念事

業を合わせて、ひとり親家庭への食料支援を行います。

少しづつ準備が進んでいます。皆さんの協力のもと成

功させたいと思いますので、よろしくお願いします。

この支援が今後も続けていけたらと思います。 

インターアクトクラブの創立に向けても動き出しまし

た。25 周年記念式典と、重大な課題のある一年です

が、理事の皆さん、会員の皆さんのご協力を頂き、会

長を務めさせて頂きたいと思います。よろしくお願い

します。 

♦♦♦ 幹事  井上 晴喜 ♦♦♦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

梅田会長より、ご指名を頂きましたので、一年間幹事

を務めさせて頂きます。 

今回で三度目の幹事ですが、前回の記憶も薄れつつあ

りますので、忘れてしまっている事も少なくないかと

思います。ご迷惑をおかけしないよう、努力致します。 

以前もお話させて頂いた事がございますが、幹事の役

目は会長をサポートし、雑用係としてクラブ全体を支

えていく事であると思っております。 

梅田会長のご要望を考慮しつつ、クラブの方向性や

「四つのテスト」を念頭に、経験を活かしたサポート

ができればと考えております。皆様からもご意見等、

どんどんお申し出頂ければ幸いです。 

二十五周年を迎える年度で、たくさんの事業が待って

おり、何かと忙しい年度になることでしょう。 

私自身もロータリアンとして二十年の節目でもありま

す。皆様と協力し、梅田年度が素敵な一年となるよう、

盛り上げていきたいと思います。どうぞよろしくお願

い致します。 

♦♦♦ ＳＡＡ  藤田眞佐子 ♦♦♦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様こんばんは！梅田年度でＳＡＡの任を受けました

藤田です。まずは例会の成功のため、事前準備と司会、

進行を時間通りにできるようにすること、 

例会の跡片付けも、佐武さんの負担を少しでも軽くで

きるように行います。 

また、梅田会長、井上幹事を支えられるように、明る

く楽しく進めてまいります。 

皆様、少しの噛み噛みや失敗は、皆様の優しい大きな

心ですみませんが多めに見て下さい。ともかく、元気

いっぱいで頑張りますので、一年間よろしくお願いし

ます。 



♦♦♦ 広報理事／副会長  白神 修次 ♦♦♦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度、創立 25 周年に当たり梅田会長の元、副会長

に任命されました。 

副会長の役割としては、会長の補佐として会長が不在

の時に副会長が成り替わり任務を務めるとあります。 

梅田会長には例会及び全ての行事において不在になら

ない様、願っています( が、年内に 1 度例会を休む

と言い渡されています)。改めて大変な役を引き受け

たものだと気を引き締めています。 

また、同時に広報委員会常任委員長としての職務もあ

ります。雑誌・広報・IT 委員会それに会報委員会の

特定分野委員会を担当いたします。 

クラブで事業を行う時には広報委員会として外部に向

かっての広報活動を行い、事業が終了すると今度はそ

れを記録として会報を通じて記事として残していく。

事業の開始から終了までの全てに関わってくる委員会

です。 

そこで改めて会員皆様には必ず事前に詳細を委員会に

知らせて下さるようお願いいたします。特定分野委員

長として堀本さん、副委員長にはベテランの小阪さん

が入ってくれています。 

会報作成に当たっては、事務局の負担を軽減出来るよ

うに、また広報では情報発信ならびに「ロータリーの

友」の紹介等、微力ではありますが私を含め三人で頑

張って参りますので、会員皆様のご協力をよろしくお

願いいたします。 

 

 

 

 

♦♦♦ 直前会長  松本 良二 ♦♦♦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

任期満了したけれど、２５周年を迎える今期は、抜け

殻状態になってられないと思っています。一会員とし

てみなさんと一緒に２５周年を迎える準備をして行き

たいと思っています。コロナ災厄により困窮している

幼少年の居るかた親家庭の方々への食料支援は、２５

周年記念事業として位置付けられたので全力で協力し

ます。また昨今の物価上昇も追討ちをかけているので

急がねばなりません。 

もうひとつは、インターアクトクラブの設立です。慶

風高等学校を対象校としてアゼリアＲ.Ｃは、提唱ク

ラブ(スポンサークラブ)となるのです。コロナ禍を目

の当たりに経験した青少年に奉仕と国際理解を学んで

もらえる良い機会だと思います。今日に至るまで当ク

ラブでは、米山記念奨学生のカウンセラークラブや青

少年交換の受け入れなど行ってきましたが、インター

アクトクラブ設立はアゼリアの青少年奉仕に新しい歴

史を築くものと思います。この事業にも全力で協力し

ます。２５周年を迎え慶賀する年でもありますので会

員が力を結集しないと成し遂げることができません。 

「完遂し２５周年を祝いましょう」 

♦♦♦ クラブ奉仕理事  宮井 靖輝 ♦♦♦ 

 

 

 

 

 

 

 

 



今年度クラブ奉仕委員会の理事に任命されました宮井

です。今年度も新型コロナウイルス感染症の状況を注

視しながら、取り組んでいきたいと思います。 

卓話に関しましては、外部卓話も少しずつ取り入れた

いと思っていますが、当面は昨年同様、内部卓話を中

心にお誕生月の皆様にお願いしますのでご協力の程宜

しくお願い致します。 

また親睦旅行は、２年間リフレッシュプランを活用し

て実施しましたが、今年度は少し足を延ばして実施で

きればな、と考えています。 

私は当クラブに入会させていただいてから、この委員

会ですが、まだまだ分からないことだらけですので、

貴志委員長をはじめ委員の皆様のご協力を得ながら、

梅田会長の掲げられたテーマ「みんなを笑顔に」の実

現に向けて頑張っていきますので、皆様１年間よろし

くお願いいたします。 

 

♦♦♦ 職業奉仕理事  後和 信英 ♦♦♦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度、職業奉仕委員会理事に任命されました後和で

す。新型コロナウイルス感染症により、しばらく中止

となっておりました企業訪問を今年度は実現できるよ

うに計画したいと思います。できるだけ、会員の皆様

がご参加して頂けるような訪問先を検討したいと思っ

ております。 

また、1 月の職業奉仕月間に伴い、フォーラムを予定

しております。こちらも皆様に興味を持っていただけ

るようなテーマで開催したいと思います。一年間よろ

しくお願い致します。 

 

 

♦♦♦ 社会奉仕理事  安宅 浩一 ♦♦♦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度、社会奉仕常任委員長に任命されました安宅で

す。 

今年度は 25 周年と節目の年です。 

私は、この周年事業の実行委員長も任命されています。

社会奉仕・青少年事業については周年事業と合わせて

昨年から引き続き「ひとり親世帯食糧支援」を計画し

ています。 

この事業につきましては早速、8 月から取りかかる予

定です。これには社会奉仕・青少年委員会だけではな

く、会員の皆様にもご協力いただく予定ですので申し

訳ございませんが宜しくお願いいたします。 

また社会奉仕委員会では、コロナウイルスの状況を見

ながら出来れば 5 月頃には「ワンワン基金」の街頭募

金活動も行う予定です。 

青少年委員会ではインターアクトクラブとして、田原

会員の「学校法人田原学園慶風高等学校」をインター

アクトクラブとして発足する予定です。 

アドバイザーには慶風高校の児嶋先生に顧問をお引き

受けしていただくことをご了承いただいています。 

こちらにつきましては参加人数によって会員の皆様に

もご協力いただかなくてはならないかも知れません。 

全ての事業において全員で遂行していきたいと思って

いますので、皆様、ご協力の程、宜しくお願いいたし

ます。 

 

 

 

 

 



♦♦♦ 国際奉仕理事  野村  伸 ♦♦♦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際奉仕委員会部門の理事を担当させていいただくこ

とになりました野村です。 

本年度の重き活動は、国際交流委員会においての２５

周年式典に韓国済州日出ロータリークラブの招待の計

画を立て、出迎えの準備と手配を上手く進めていく事

です。幸い、韓国出身の米山奨学生ホ・ジョンウンさ

んの協力も得ながら、無事に当日を迎えたいと思いま

す。皆様のご協力をお願い致します。 

世界社会奉仕委員会について、他クラブがどのよう活

動をしているか勉強したいと思っています。 

又、毎年お願いを致しております、ロータリー財団・

米山奨学会寄付、ポリオプラス＄30 の全員達成、円

安で金額も上がっておりますが、今期もどうかよろし

くお願い致します。 

♦ クラブ管理理事/会長エレクト 北野 敏夫 ♦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度クラブ管理委員会理事を担当させていただく北

野です。この委員会には、中村さん、西出さん、田邊

さんという当クラブでは私より先輩の方々がいらっし

ゃるのでとても心強いです。 

クラブ管理委員会には、職業分類・会員選考・ロータ

リー情報委員会、会員増強委員会があり、いずれも大

事な委員会ですが、私の中ではやはり会員増強が大事

なのではないかと思います。私が入会した約 10 年前

は、会員数が 35 名程いらっしゃったと思いますが、

現在は 28 名に減少しています。会員増強につきまし

ては、地区委員長に外部卓話を依頼、また、入会ＰＲ

や退会防止についてフォーラムを開催したいと思いま

す。今年度は純増１名を目指します。それから、コロ

ナ禍により行われていないＩＤＭを２回以上行い、新

入会員や会員の皆様の親睦を深めたいと思います。 

また本年度は、規定審議会が行われており、定款等の

見直しがあると思われます。当委員会の委員共ども、

1 年間どうぞ宜しくお願い致します。 

♦♦♦ 会計  北畑 充香 ♦♦♦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今期、会計を仰せつかりました北畑です。25 周年を

迎えますし、お金も動く事柄も多くなると思いますが

皆様からお預かりしているお金を事務局さんと管理さ

せて頂きたいと思います。ニコニコですがお一人年間

4 万円の御協力お願い致します。1 年間宜しくお願い

致します。 

 

 

 

梅田会長より乾杯のご発声とご挨拶♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栗山親睦副委員長 司会進行 宜しくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

白神副会長より閉会のご挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♠ニコニコ箱 

元会員 松田 美代子様より 

梅田新会長としての初例会おめでとうございます。こ

れからのアゼリアＲＣのご活躍に期待しています。女

性パワーで頑張って下さい。7 月 4 日お誕生日も併せ

て二重のおめでとう～ 

梅田 千景会長 

皆様初例会です。1 年間よろしくお願いします。誕生

日と重なり貴重な 1 日になりました。 

井上 晴喜幹事 

梅田会長、一年間よろしくお願い致します。皆様、ご

協力の程よろしくお願い致します。ジョンウンちゃ

ん、ようこそ！ 

藤田眞佐子ＳＡＡ 

いよいよスタートです。梅田会長、井上幹事と共に、

頼りないＳＡＡですが明るく楽しく進めていきます。

一年間よろしくお願いします。 

安宅 浩一会員 

梅田会長、井上幹事、藤田ＳＡＡ、役員の皆様、２５

周年みんなでガンバリましょう。 

後和 信英会員 

梅田会長、新年度初例会おめでとうございます。一年

間よろしくお願いします。 

北畑 充香会員 

新年度おめでとうございます。皆様よろしくお願い致

します。 

北野 敏夫会員 

梅田さん、井上さん、藤田さん、一年間よろしくお願

い致します。 

梅田さん 2 年続けて頂いても結構ですよ(笑) 

小阪  知会員 

梅田さん、いよいよスタートしましたね！一年間よろ

しくお願いします。 

栗山  久会員 

梅田会長、井上幹事、藤田ＳＡＡ初例会おめでとうご

ざいます。 

松平 真次会員 

初例会ですね。一年間よろしくお願い致します。 

松本 良二会員 

度胸の梅田会長、精密の井上幹事、大らかなガハハハ

藤田ＳＡＡ、大変な！大変な！一年間、よろしくお願

いします。 

松本  博会員 

梅田会長はじめ、三役の皆様一年間頑張って下さい。 

宮井 靖輝会員 

梅田年度初例会おめでとうございます。一年間よろし

 



くお願いします。 

中村 善夫会員 

ダブル松本様、ミカちゃん、ご苦労様でした。 

梅田会長、井上幹事、藤田ＳＡＡ宜しくお願いします。 

西出 隆一会員 

梅田会長、初例会おめでとうございます。一年間よろ

しくお願い致します。 

野村  伸会員 

本日初例会おめでとうございます。梅田会長、井上幹

事、藤田ＳＡＡ他、理事役員の皆様、一年間よろしく

お願いします。 

岡本 嘉之会員 

梅田会長、初例会おめでとうございます。一年間がん

ばって下さい！！ 

大野 治朗会員 

さあ、梅田丸の出航です。役員の皆様一年間大変です

がガンバッテ下さい。 

坂部美智子会員 

暑くなりました。皆さん体に気をつけましょう。 

澤本 栄子会員 

梅田会長、初例会おめでとうございます。頑張って下

さい。 

佐々木卓也会員 

祝 梅田会長年度、初例会おめでとうございます。 

本日お誕生日のお祝いありがとうございます。 

白神 修次会員 

初例会おめでとうございます。私も 7 月 1 日、とう

とう 70 歳になりました。まだまだ先輩に負けず頑張

ります。 

田原サヨ子会員 

梅田年度スタートです。よろしくお願いします。 

田邊 和喜会員 

新役員の皆様、お疲れ様です。一年間よろしくお願い

します。 

八木由貴子会員 

初例会おめでとうございます。私も元気で頑張りま

す。 

山田  茂会員 

上場準備から 5 年～コロナ禍による 2 年の延期があ

りましたが、今回なんとか無事に上場する事が出来ま

した。 

本日合計額 139,000 円       累計額 139,000 円 

 

♠ロータリー財団 

藤田眞佐子会員   後和 信英会員   北畑 充香会員

北野 敏夫会員   松平 真次会員   宮井 靖輝会員 

中村 善夫会員   野村  伸会員   坂部美智子会員 

澤本 栄子会員   梅田 千景会員 

本日合計額  25,500 円      累計額   25,500 円 

 

♠米山記念奨学会 

藤田眞佐子会員   後和 信英会員   井上 晴喜会員 

北畑 充香会員   北野 敏夫会員   松平 真次会員 

中村 善夫会員   野村  伸会員   坂部美智子会員 

梅田 千景会員   

本日合計額  24,500 円       累計額   24,500 円 

 

♠ワンワン基金例会寄付 

本日合計額 18,221 円        累計額  18,221 円 

 

 

 

 

＊1 日（月） 納涼夜間例会（夜間） 

・前年度 100％例会出席表彰 

・前年度ロータリー財団、米山記念奨学会クラブ寄 

付達成者表彰 

・ニコニコ箱貢献者表彰 

・お誕生祝い 

  時間：18 時 30 分～20 時 30 分 

 場所：アバローム こもれびの間 

＊8 日（月） 内部卓話：藤田眞佐子会員 

〇例会後、第 2 回理事役員会 

＊15 日（月）休会 

＊22 日（月）外部卓話 

  2640 地区 会員増強･維持／女性活躍･推進委員会    

委員長 山下 茂男様 

＊29 日（月）クラブフォーラム：会員増強委員会 



京都紫竹ロータリークラブ 2022-23 年度会長 

若宮隆幸様より初例会の祝辞が届きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和歌山アゼリアロータリークラブ 

2022-2023 年度会長 梅田 千景 様 

謹啓 

初夏の候、梅田会長、貴クラブ会員の皆様方におかれ

ましては、益々のご清栄のこととお慶び申しあげます。

また、平素は一方ならぬご高配を賜り厚く御礼申し上

げます。 

本日の 2022-2023 年度初例会の開催、慶賀の至りと

存じ上げ、心よりお祝い申し上げます。 

新型コロナウイルスの猛威は未だ止まず、なかなか思

うような活動や交流ができていない状態が続いていま

すが、そのような中で先日は当クラブの創立 30 周年

記念例会に貴クラブから多数のご出席をいただき誠に

ありがとうございました。改めて御礼申し上げます。

コロナ禍もようやくながら収束の日を迎える気配が見

えてきました。貴クラブとも相互の往来により、これ

まで以上のさらなる友好を深めることができることを

期待しております。今年度は、貴クラブの創立 25 周

年とお聞きしておりますので、その節は是非ともお伺

いさせていただきたいと考えております。 

この一年間が貴クラブにとって実りある輝かしいもの

になることと、今後の貴クラブ及び会員皆様のご健勝

とますますのご活躍を心よりお祈り申し上げます。 

謹白 

京都紫竹ロータリークラブ 

2022-2023 年度会長 若宮隆幸 

 

 

 

 

♦市内ロータリークラブ例会情報 

日 時 内   容 

和 歌 山 北 7 月 11 日(月) 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」 

和 歌 山 7 月 12 日(火) 「担当理事 委員長挨拶」クラブ奉仕 A 理事 

名手孝和  各委員長 

クラブ奉仕 B 理事 紀俊崇  各委員長 

和歌山東南 7 月 13 日(水) 

18:30～ 

活動計画発表  各委員会 

和 歌 山 西 7 月 13 日(水) 例会場所変更 於：サンクシェール 

和 歌 山 東 7 月 14 日(木) 臨時総会・2021-2022 年度決算報告

2022-2023 年度予算報告 

和歌山城南 7 月 14 日(木)   

和 歌 山 南 7 月 15 日(金) クラブフォーラム「委員会事業活動計画発

表」・「予算の説明」   

和 歌 山 中 7 月 15 日(金) 第 1 回 I.D.M.テーマ発表：Ｒ情報委員会 

クラブフォーラム（1）：プログラム委員会 

◎サイン受付   

和 歌 山 西ＲＣ：7 月 13 日（水）12:00～12:30 

                7 月 20 日（水） 

                7 月 27 日（水） 

                ラヴィーナ和歌山 

◎休     会 

和歌山東南ＲＣ：7 月 20 日（水） 

和 歌 山 南ＲＣ：7 月 29 日（金） 

和 歌 山 西ＲＣ：8 月 10 日（水） 

                8 月 31 日（水） 

 


