
 

 

前 回 の 報 告 （ 第 ８ ５ ４ 例 会 ）  

開 催 日 平成３０年５月９日（水） 

点鐘 大 浦 会 長 

ソング「君が代」「奉仕の理想」 

ゲスト 地区財務委員長  

   溝上 裕章様 

●会長の時間● 

大浦輝彦君 

皆 さんこんばん

は、本日もご出

席ありがとうござい

ます。本日は地区財

務委員長 溝上裕章 

様(和歌山城南RC)に

お越し頂きました。お忙しいところ、ご出席いた

だきましてありがとうございます。後ほどの卓

話、よろしくお願いいたします。 

4 月末の御坊東ロータリークラブ様との合同例会

にご参加頂きましてありがとう御座いました。

卓話は御坊ロータリークラブの岡本会員様による

「和田勇について」で有りました。以前も有田

2000ロータリークラブにお越し頂きまして卓話も

頂いたのですが、東京オリンピック誘致に奔走し

て頂いたお話ですが、来年度の大河ドラマをたの

しみにしておきたいものであります。 

皆 さん、ゴールデンウィークは如何でしたで

しょうか。私は最初と最後がゴルフでしたの

で、その合間に岐阜、長野、山梨を車で回って来
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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 

ました。どこの観光地に行っても海外からのお

客さんが沢山観光に来られていて、高山の朝市

ではお婆ちゃんが英語で対応しているのをみて

びっくりしました。 

最 後に祖父母が眠る身延山久遠寺に４０年

ぶりに立ち寄ってきました。身延山久遠

寺は日蓮宗の総本山で本堂から奥の院までは

ロープウェイで７分もかけて登る険しい山の上

にありまして、登った正面には富士山がきれい

に見えます。子供の頃に来て以来でしたが、記

憶にある景色も有り、お参りし気分がすっきり

しました。 

 ｢ゴールデンウィーク｣ですが、以前は飛石連

休等とも言いましたが、名称はそもそも、映画

会社が多数の集客が出来ること、活性化を図る

ことを目的として作った宣伝用語であるそう

で、ＮＨＫや一部の民放放送や新聞では映画業

界用語であったことを受けて、「大型連休」と

いう表現で統一されているそうです。 

ロ ータリーの話に戻りまして5月は若い

人々の育成を支援するすべてのロータ

リー活動に焦点を当てる「青少年奉仕月間」で

あります。ロータリークラブでは、この月間中

にクラブのニュースレターやその他の広報資料

に「各ロータリアンは青少年の模範」のスロー

ガンを利用するよう奨励されています。 

有田２０００ロータリークラブ週報にもスロー

ガンを記載して、啓発するようにしたいと思い

ます。 

    本日の

 平成３０年５月１８日 第８５５回 

 ソング「 それでこそロータリー 」 

 会長の時間 幹事報告 委員会報告 

 ニコニコ箱報告 出席報告 

 次年度クラブ会長のための時間 

クラブ会報委員長 南 良暢 

会  長     大浦輝彦 

次回のプログラム 

5月23日 有田川町立石垣小学校  

         前校長 中 文也様 

     （無言社会でいいだろうか） 

５月30日  休会 

６月6日  会員卓話 宮﨑 晴雄君 



 

 

以上で会長の時間を終わります。ありがとうござ

いました。 

 

●幹事報告● 

 辻本正成君 

◆例会変更（掲

示） 

◆岡本浩ガバナー

による選挙違反行

為に関する通知事

項 

◆２０１８年～２０１９年RC財団地区補助金申請

について 

◆米山梅吉記念館への寄付金送金について 

 

●各委員会報告● 

◆本日例会終了後理事予

定者会議を開催致しま

す。（永石睦巳君） 

 

◆親睦委員会 

 ５月会員誕生日  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

    寺村公博君     樋口 明君 

 

◆ロータリーの友 

 ５月号  

（南 良暢君） 

横組 

P７～１２ 青少年交

換交流をうけいれる。 

ホストファミリー体験

談 交換学生の受け入

れ 感謝の思い。存続の危機 様々な体験談孤独

にならないようコミニュケーの大切さ、など 

Ｐ１６ 木の可能性 

Ｐ２２ 第６回目RC親睦会儀in高雄 

縦組 

Ｐ８ 南極で越冬隊員を経験して 

Ｐ１０ 神埼ロータリークラブを訪ねて 

Ｐ１８ 鯖江RC誕生 

Ｐ２１ 在宅医療 

Ｐ２９ かるた大会 

Ｐ３１ 和歌山市子ども 暗記大会  

    和歌山城南クラブ 

２ 

 

●出席報告● 

●ニコニコ箱報告● 

大浦輝彦君：みなさんこんばんは、溝上様本日は

ようこそおいでくださいました。本日の卓話宜し

くお願い致します。 

辻本正成君：溝上様、本日はよろしくお願いしま

す。 

上野祥弘君：溝上委員長様、本日宜しくお願い申

しあげます。 

川島信治君：溝上裕章 地区財務委員長様。本日

は、お越し頂きありがとうございます。 

下林善信様：溝上裕章先生、本日の卓話宜しくお

願いいたします。 

寺村公博君：溝上様ようこそおいでくださいまし

た。本日は、宜しくお願いいたします。 

樋口明君：溝上委員長様本日は、宜しくお願いし

ます。中尾事務局員様よろしくお願いします。 

上田益稔様：溝上委員長様、本日はお越し頂きあ

りがとうございます。 

溝上裕章様：本日は、卓話宜しくおねがいしま

す。 

 

●卓話● 

地区財務委員長 溝上 裕章様 

 ２６４０地区の収支予算 

 

 会員数 出席者数 出 席 率 

本日の出席 １７名 １５名 ８８.２４％ 

４／１８ １７名 １５名 ８８.２４％ 
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３つの方法 

 指名委員会の手続による方法 

 郵便投票の方法 

 地区大会における投票の方法 

 

２．国際大会 

国際ロータリーの年次国際大会。 

３．国際協議会 

次年度ガバナーに就任予定の地区ガバナーエレ

クトの勉強会。 

 

４．地区大会 

地区大会は、地区における最大の行事であり、必

ずＲ１会長代理が出席する。 

 

５．地区協議会 

各クラブの次期会長、幹事、委員長の研修会 

 

６．会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ） 

ガバナーエレクトがガバナーと協力して、国際協

議会の報告や次年度の地区の 

基本方針を各クラブの会長エレクトに発表する。 

 

７．地区予算の収入は各クラブより納付して頂く

金額が全てです。 

地区資金につき地区が各クラブに納付を義務づ

けることができるのは地区賦課 

金のみです。 

 

８．地区大会選挙人の過半数の議決 

承認をもとめる議案は地区大会において正式な

議決機関により、選挙人の集会 

における議決と定められている。 

９．選挙人の数 

会員数     人数 

１ ～ ３７  １ 

３８ ～ ６２  ２ 

６３ ～ ８７  ３ 

８８ ～ １１２  ４ 

１１３ ～ １３７  ５  

１３８ ～ １６２  ６ 

 

 

１０．地区賦課金の承認手続き 

① 地区会長エレクト研修セミナーによる次期ク

ラブ会長の４分の３の承認 

② 地区協議会による次期クラブ会長の４分の３

3 

の承認 

③ 地区大会選挙人の投票による過半数の議決 

以上３つの方法が定められている。 

※地区予算は地区協議会の会長会で承認 

 

１１．会長会議に権限を与えられているもの 

地区協議会又は会長エレクト研修セミナーにおけ

る地区財務金の承認権及び 

地区協議会における予算の承認権のみです。 

 

１２．決算報告 

事業年度終了後３ヵ月以内に各クラブに報告 

① 収支報告書 

② ガバナーエレクト期間の収支報告書 

③ 事務所経費の内訳 

④ 財産目録等 

０．地区賦課金の承認手続き 

① 地区会長エレクト研修セミナーによる次期ク

ラブ会長の４分の３の承認 

② 地区協議会による次期クラブ会長の４分の３

の承認 

③ 地区大会選挙人の投票による過半数の議決 

以上３つの方法が定められている。 

※地区予算は地区協議会の会長会で承認 

② ガバナーエレクト期間の収支報告書 

③ 事務所経費の内訳 

④ 財産目録等 

 

●閉会点鐘●大浦会長 
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