
会　長 幹　事 会　長 幹　事 会　長 幹　事 会　長 幹　事
神谷　尚孝 郷間　博敏 金井　孝夫 堂山　幸作 中野　一郎 橋本　竜也 室田　光重 雪本　　栄

会　長 幹　事 会　長 幹　事 会　長 幹　事 会　長 幹　事
酒向　征時 原田　祐輔 葉山　茂俊 川端　健夫 浦山　正太郎 吉田　元彰 谷口　　徹 山本　新一郎

会　長 幹　事 会　長 幹　事 会　長 幹　事 会　長 幹　事
横田　英麿 田中　和男 松井　利夫 千田　佑兵 石崎　　勇 吉川　許司 奥田　武生 藤　　静夫

会　長 幹　事 会　長 幹　事 会　長 幹　事 会　長 幹　事
森　 　寛勝 平田　永一 小松　聖啓 土井　　彰 北里　　登 関井　皓司 佐藤　英州 寺田　　歩

会　長 幹　事 会　長 幹　事 会　長 幹　事 会　長 幹　事
三星　達男 大東　敏晃 帯屋　　勝 井戸 清明 幕内　輝夫 永富　久紀 南　　頼彰 辻　　芳昭

会　長 幹　事 会　長 幹　事 会　長 幹　事 会　長 幹　事
稲田　喜久 井関　孝純 四宮　章夫 阿久根　紀男 尾道　　博 安枝　一馬 古谷　伊佐雄 安田　豊弘

会　長 幹　事 会　長 幹　事 会　長 幹　事 会　長 幹　事
藤田　源吾 柏井　健作 丸山　建夫 奥平　　昇 松岡　一友 西上　茂樹 向井　　新 松村　宗則

３組　和歌山東南RC ５組　羽曳野RC ５組　藤井寺RC ６組　岸和田RC

６組　岸和田東RC

４組　橋本紀ノ川RC ５組　富田林RC ５組　松原RC ６組　岸和田北RC

４組　橋本RC ５組　太子RC ５組　藤井寺しゅらRC

６組　岸和田南RC

４組　岩出RC ５組　河内長野RC ５組　美原RC ６組　阪南RC

４組　高野山RC ５組　富田林南RC ５組　松原中RC

４組　粉河EC ５組　河内長野東RC ６組　貝塚RC ６組　泉佐野RC

４組　打田RC ５組　大阪狭山RC ６組　貝塚コスモスRC ６組　関西国際空港RC



会　長 幹　事 会　長 幹　事 会　長 幹　事 会　長 幹　事
矢野　哲夫 吉野　　勝 林　　　巖 榎本　善夫 木下　裕允 呑野　文夫 髙橋　秀明 田原春　剛一

会　長 幹　事 会　長 幹　事 会　長 幹　事 会　長 幹　事
角谷　浩二 尾崎　史佳 酒井　博司 松村　輝男 阪尾　　究 関口　承一 中尾　和義 森　　裕貴

７組　高石RC ８組　堺RC

会　長 幹　事 会　長 幹　事 会　長 幹　事 会　長 幹　事
竹田　　博 谷野　一彦 前川 　克洋 池尾　平治 安則　雄馬 竹山　嘉平 江口　祇董 中野　　均

７組　高師浜RC ８組　堺南RC

会　長 幹　事 会　長 幹　事 会　長 幹　事 会　長 幹　事
野口　義行 高橋　重明 佐伯　　光 小高　太三郎 山本　勝之 楠本　亮一 南　　良治 間宮　巌詞

８組　堺泉北RC ８組　堺北RC

会　長 幹　事 会　長 幹　事 会　長 幹　事 会　長 幹　事
岡　　照二 桃田　隆彦 中野　秀樹 中條　久雄 新井　茂文 城岡　陽志 森崎　　勝 西野　　豊

７組　和泉南RC ８組　堺泉ヶ丘RC ８組　堺西RC

会　長 幹　事 会　長 幹　事 会　長 幹　事 会　長 幹　事
中川　秀彰 浅井　功策 吉田　秀俊 奥田　志郎 矢ケ崎　昭喜智 堂馬　英夫 米田　眞理子 大前　純男

６組　リんくう泉佐野RC ７組　泉大津RC ８組　堺清陵RC ８組　堺南西RC

８組　堺東南RC

７組　羽衣RC ８組　堺東RC

６組　泉南RC ７組　忠岡RC ８組　堺中RC

８組　堺おおいずみRC

７組　和泉RC ８組　堺北西RC

７組　大阪金剛RC

８組　堺フェニックスRC



役職 名前 所属クラブ

代表幹事 永島　龍弘 河内長野東ＲＣ

副代表幹事 西端　弘明 河内長野ＲＣ

　　　　　〃 岸脇　利一 河内長野東ＲＣ

　　　　　〃 辻　　知昭 〃

　　　　　〃 小西　　護 〃

　　　　　〃 細川　　治 〃

幹事 武藤　久三 〃

〃 村部　幸雄 〃

〃 森本　益行 〃

〃 西田　幸康 〃

〃 河合　真吾 〃

〃 関口　澄男 〃

〃 松浦　紀夫 〃

〃 山本　悦治 〃

〃 柿花　利英 〃

〃 山口　親房 〃

〃 土井　 　昭 河内長野ＲＣ

〃 道旗　聖明 〃

〃 阪口　武夫 〃

〃 山口　征一 河内長野東ＲＣ

〃 谷　　洋治 河内長野ＲＣ

〃 水上　千秋 〃

〃 　西田和　滋　 河内長野東ＲＣ

〃 西浦　啓之 〃

〃 西野　敏隆 〃

〃 土生　裕史 〃

〃 阿部　知己 〃

〃 楠部　賢計 海南東ＲＣ

〃 宇田　勝彦 粉河ＲＣ

財務委員会 地 区 大 会 ゴルフ担当

三谷 圭三 (河内長野)　 森　　明 信 (河内長野東) 中谷　和男 (河内長野)

堀田 智彦 (河内長野東) 大宅　三郎 (河内長野東) 辻　  知 昭 (河内長野東)

柿花 利英 (河内長野東) 井上　勝春 (河内長野) 松浦　紀夫 (河内長野東)

村口　光良 (河内長野) 武藤　久三 (河内長野東)

地区 監査 小 西　  護 (河内長野東) 西田　幸康 (河内長野東)

関口 澄男 (河内長野東) 山口　征一 (河内長野東)

西野　敏隆 (河内長野東)

公式訪問・ＩＭ・ＰＥＴＳ・会計・マンスリーレター

公式訪問・IM・ＰＥＴＳ・ＲＩ日本事務局対応

公式訪問・IM・ＰＥＴＳ・米山奨学事業

総括・公式訪問・支出　決算

担当

公式訪問・新世代・国際奉仕・IM・ＰＥＴＳ

公式訪問・会計・マンスリーレター

社会奉仕

職業奉仕

青少年・ライラ

雑誌・広報

増強・拡大

増強・拡大

環境保全

ＩＴ・マンスリーレター・ロータリーの友

ロータリー情報・規定

社会奉仕

職業奉仕

国際奉仕

財団研究グループ交換

ローターアクト

世界社会奉仕

インターアクト

青少年交換

オン・ツウ・スエーデン　　オン・ツー・ソルトレイク　

財団奨学金

米山奨学事業

財団奨学金

2006～2007年度

◎◎ ◎



日 曜日 行事名 場所

１日 (土)
ガバナー・パストガバナー・ガバナーエレクト懇談会
ガバナー・『友』委員会合同会議

新高輪プリンスホテル
〃

２日 (日)

ガバナー・パストガバナー・ガバナーエレクト懇談会
第1回全国青少年交換委員長会議
2006-2007年度長期派遣学生への第5回最終オリエンテーション
2005～2006年度北半球長期受入学生への修了証書授与式およ
びホストファミリーへの感謝状授与式　　終了後簡単なパーティー
2006～2007年度短期交換学生送迎会

新高輪プリンスホテル
高輪プリンスホテル
テクスピア大阪
〃
〃
〃

３日 (月)
４日 (火)
５日 (水)
６日 (木)
７日 (金)
８日 (土) 第１回諮問委員会・ご夫人の集い 南天苑　観心寺
９日 (日) 地区米山奨学事業委員会会議 和歌山ＹＭＣＡ

１０日 (月)
１１日 (火)
１２日 (水)
１３日 (木)
１４日 (金)

１５日 (土)
クラブ会長会議
地区ロータリー財団委員会会議
第1回地区世界社会奉仕委員会議

和歌山JAビル
ガバナー事務所
〃

１６日 (日)
１７日 (月)
１８日 (火)
１９日 (水)
２０日 (木)
２１日 (金)
２２日 (土) クラブ会員増強委員長会議 和歌山JAビル
２３日 (日)
２４日 (月)
２５日 (火)
２６日 (水)
２７日 (木)
２８日 (金)
２９日 (土) クラブ社会奉仕・環境保全委員長会議 和歌山JAビル

３０日 (日)
クラブ職業奉仕委員長会議
インターアクト年次大会

和歌山JAビル
ホスト：松原高校

３１日 (月)

７　月　行　事　予　定　表

国際ロータリー第２６４０地区

              ガバナー事務所のご案内

〒640-8215　　和歌山市橋丁23サイバーリンクスN-4ビル
2F

　ＴＥＬ　　　（073）４２８－２６４０
　ＦＡＸ　　　（073）４２８－２６４３
 勤務時間　　　9：00～17：00（土・日・祝日は休み）

ＳＴＡＦＦ　　代表幹事　永島　龍弘
              事務職員　山本千恵子 平田有紀子



 
第１回「ロータリーの友」地区だより『７月号報告』 

 
２６４０地区ロータリアンの皆様へご挨拶申し上げます。 
地区広報委員のミッキーマウス（イニシアルＭ，Ｍ）でございます。 
２００６～２００７ロータリー新年度が始まりました、僭越で御座いますが未熟者の 
私が「是非お目通し頂きたい記事」のご案内役をさせて頂きます、何かと不行き届きがある

やも知れません、その節はご遠慮なくご叱責くださいませ、尚今後ともご指導、ご鞭撻のほ

ど宜しくお願い申し上げます。 
 
１.   是非お目通し頂きたい記事「ヨコ組み」 
 １Ｐ      ハロルド・トーマスと日本のロータリー 
        ロータリーの友委員会委員長 神崎 正陳氏 
 
 ５Ｐ     ＲＩ新会長メッセージ 
         率先しよう  

６Ｐ～１５Ｐ  ＲＩ指定記事 
        ビル ・ボイド 
        ＲＩ新会長はローナ夫人と強力なチームを結成  
 
 １０Ｐ ボイド会長への１０の質問の中２，３，４、は是非お読みください。 
 
 １６Ｐ～１７Ｐ  ２００６～０７年度国際ロータリーのテーマ 
          国際ロータリー公式訳文 
        ウイリアムＢ．ボイド２００６～０７国際ロータリー会長 
        率先しよう 
 ３２Ｐ    ガバナーノ横顔  第２６４０地区（河内長野東ＲＣ） 
        三軒 久義 ガバナー 
          紹介者 河内長野東ＲＣ 永島龍弘氏 
 ４２Ｐ～４４Ｐ    ＲＩ指定記事 
       ポリオ・プラスの“プラス” 
２.   ２６４０地区メンバーの提供した記事「タテ組み」 
 ⑫Ｐ 卓話の泉より 虚無僧 おくだや代表社員 奥田 義之氏 
                     （橋本ＲＣ会員） 
 ⑭Ｐ ロータリー 俳壇 
       一会なるまゝに遍路を接待す 
       大阪 堺      河盛 泰三氏  
         遍路の季語は春ですね、お花畑を背景にお遍路さんが次の札所をめざして

巡礼する姿、村の人々がお接待する光景目に浮かびます。 
        いい句です。           
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ロータリー 柳壇 
       奉仕する八十路にも出るこのファイト 
         大阪 堺フェニックス 田幡 茂美氏 
       お互いに元気連発山登り 
       大阪 堺       八木 桔梗氏 
        牛肉に住民票が要る時代 
       大阪 堺       和田 聖花氏 
 ⑫Ｐ   ロータリーアットワークより 
      「みんなで楽しく水しぶき」 
               和歌山ＲＣ  
                

  ⑭Ｐ    「職業奉仕活動の範を表彰」 
                和歌山東ＲＣ 
     
    『ロータリーの友』表紙写真募集審査総評 ３１Ｐ参照 
     堺南ＲＣ  富永 泰示氏 ８月号。 ０７－３月号。 
     三原ＲＣ  内田 重行氏 ０７－４月号。 
    富永、内田両氏 おめでとう御座います。両氏の名写真が表紙を飾ります、

２６４０地区の皆様楽しみにお待ち下さい。 
 
 
      
 
    以上で７月号の「是非お目通し頂きたい記事」のご案内を終えますが、この

件につきまして御意見が御座いましたら地区広報委員まで御一報いただきま

したら幸いです。 
                     地区広報委員 ミッキーマウス  
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クラブ会長  各位 

会長エレクト 各位 

地区ガバナー 三軒 久義 

 

地区ガバナー・ノミニー候補者推薦について 

拝啓  

 酷暑の候、ますますご清祥の事とお慶び申し上げます。 平素は、地区運営に一方

ならぬご尽力を賜わり、厚くお礼申し上げます。 

 さて、当地区のガバナー候補者推薦につきましては、従来より各クラブからの自発

的推薦を待って該当候補者につき指名委員会が審議を行い、的確と思われる候補者を

ガバナー・ノミニーとして指名してきましたが、広く人材を求めるべく数年前から、

RI 細則13 条2 節3 項により、ガバナー候補者の推薦を地区内各クラブに要請するこ

ととなりました。 

 つきましては、下記により2008－09年度国際ロータリー第2640地区のガバナー候補

者をご推薦賜わりたく、お願い申し上げます。 

敬具 

記 

 

地区ガバナー候補者の資格要件として下記の各項が要求されますが、詳しくは2004 年

度手続要覧をご参照下さい。 

 

（１） 瑕疵なきロータリアンであること 

（２） 完全に会員資格を有する者 

（３） 瑕疵なきクラブに所属していること 

（４） クラブの元会長であること 

（５） ガバナーの任務を遂行できる能力のあること 

（６） ガバナー就任の時点で通算７年以上会員であること 

（７） 選出時点でクラブ会長を全期務めたことのある者 

 

ガバナー候補者推薦状は、RI 細則13 条2 節3 項をご参照の上、クラブ例会で採択さ

れた決議の形で、クラブ幹事が正式に証明した文書をもって、2006 年9 月15 日迄に

地区指名委員会宛（ガバナー事務所内）へご提出下さい。 

 

         〒640-8215  

              和歌山市橋丁２３ サイバーリンクスN‐４ビル２F 

              ガバナー事務所内 地区指名委員会 

以上 
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