
 
 
 
 
 
 
 

第 1363 回例会 16 年 7 月 5 日(月) 
於 海南商工会議所 ４F    18:30～ 

 

１．開会点鐘     会長 上中嗣郎 

２．国歌斉唱     「君が代」 
３．ロータリーソング 「奉仕の理想」 

４．出席報告  

会員総数 71 名 出席者数 55 名 出席免除会員 2 名 

   出席率 79．71％ 前回修正出席率 84．51％ 

 

５．会長スピーチ    会長 上中嗣郎 

 ７月１日のユネスコの会

議で高野熊野が世界遺産に

指定されるという大変明る

いニュースがありました。観

光立県を標榜するわが和歌

山県には大変インパクトが

有ろうと思います。新年度に

なりまして、新しいスタッフ

で来年６月までの間、務めさ

せて頂きます。至らない点が多々有ろうかと思います

が何卒宜しくご指導ご協力を頂きますようお願い申

し上げます。 

 田中前会長はじめ前年度のスタッフの方々にご苦

労様でした見事なクラブ運営でしたので見習って、が

んばっていきたいと思います。 

本年のテーマは、 

ロータリーを「祝おう・参加しよう・楽しもう」 

＊ロータリークラブ１００年を  

そして我がクラブ３０年を祝おう。 

＊本年は多くのプログラムが用意されております。 

全ての会員が積極的に参加しよう。 

＊ロータリーの奉仕の喜びと共に多くのロータリア

ンと親睦を図りおおいに楽しもう。 

「ＲＩ会長 グレン・Ｅ・エステス・シニアの方針の

柱をご披露しておきます。 

・あなたのクラブで、ロータリーを祝おう。 

・あなたの職場で、ロータリーを祝おう。 

・あなたの地域社会で、ロータリーを祝おう。 

・私たちの世界で、ロータリーを祝おう。 

このグレン・エ・エステスシニア会長の方針に沿っ

て、私の方針を申し上げます。  

クラブ奉仕 

我がクラブは３０周年を迎えます、チャーターメン

バーの方々はじめ先輩諸兄のたゆまぬ努力によって

現在は７１名という会員を擁し、退会者が大変少なく

近隣クラブから羨望の目で見られております、この良

き伝統を守りながら将来益々発展するよう努力する

責務を痛感しております。親睦を重要視すると共に

「出席が楽しい」例会を企画致したいと思います。ク

ラブ奉仕・親睦については田村能孝委員長、プログラ

ムについては林孝次郎委員長がＳＡＡには横手廣君

がこの方針の下知恵を絞って頂けることとなってい

ます。 

職業奉仕 

ＲＣ創設以来、道徳的水準はロータリアンが基準と

まで言われております様に社会的にも認められてい

るところでありますが、深谷政男職業奉仕委員長が職

業奉仕の観点から色々の計画を実行して頂けるもの

と思います。 

社会奉仕 

地域社会との関わりでありますが毎年行っている

「タンポポの会」との交流を本年も引き続き行ってい

きたいと思います、これはガバナーの提唱される「地

域社会の活性化」についてというテーマにも沿ってい

るところであります、又このようなプログラムも上野

山雅也委員長と共に皆様のご意見を頂きながら進め

て参りたいと思います。 

国際奉仕 

３年１０月に訪問し６月に来訪された台湾・彰化東

南ＲＣとの交流を継続するかどうか？。以前から要請

のあったフィリピンとの協調事業の可否等、他のクラ

ブとの協調事業（ＷＣＳ）等、中尾享平委員長が皆様

のご意見を頂きながら進めて参りたいと思います。 

３０周年の記念事業を行う予定で上南雅延君に実行

委員長をお願い致しております。 

ＩＭについては、宇恵弘純君に実行委員長をお願い

致しております。 

平尾寧章君が２６４０地区のバナーエレクトに指

名されました。我がクラブ３０周年にして初めてのガ

バナーであり誠に光栄で有り、クラブ・会員の誇りで

あります。ご本人様は大変な激務になろうと思いま

す、楠部賢計君が代表幹事予定者に指名されておりま

すがすべての会員が力を結集してサポートしていか
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なければなりません、本年度はその準備の年でありま

す会員諸兄姉にはご無理を多々申し上げると思いま

すが何卒ご協力頂きますようお願い申し上げます。 

大変行事の多い年度に成ろうかと思います、会員諸

兄姉の英知を存分にお貸し頂くと共に、すばらしい行

動力をご披露頂くことをご期待申し上げ、初回のスピ

ーチと致します。 

 
６．新旧会長・幹事バッチ交換 

 

７．幹事報告 

○メーキャップ 
和歌山 RC  花畑重靖君 ６／２９ 
和歌山西 RC 中尾公彦君 ６／３０ 

 
○例会臨時変更のお知らせ 
那智勝浦 RC ７月 15 日(木) → 7 月 12 日(月) 

12:00～ 那智山 大門坂 
（石碑除幕式） 

高野山 RC  ７月 16 日(金）→ 7 月 16 日(金) 
18:30～ 花菱４F 

和歌山南 RC ７月 30 日(金）→ 8 月１日（日） 
17:00～ 橘屋（有田市宮原） 

（納涼家族例会） 
 

８．次回例会  

平成 16 年 7 月 12 日（月）12：30～ 
海南商工会議所 ４F 

 
９．閉会点鐘 

 

＊＊＊ ニコニコ・ＢＯＸ ＊＊＊ 
 
上南雅延君  楠部さんに変わって３０周年記念事

業の実行委員長を受けることになり

ました。 
楠部賢計君  代表幹事予定者となったので３０周

年記念事業の実行委員長を上南さん

に変わっていただきました。上南さん。

実行委員の皆さんがんばって下さい。 
上中嗣郎君  今回の３０周年記念事業の実行委員

長の変更はじめ役員の変更があった

事情を説明します。橋本憲紹さんの会

長エレクト降任、平尾先生のガバナー

エレクト引受・楠部さんの代表幹事引

受により、塩崎さんが会長エレクト、

深谷さんが職業奉仕委員長、そして上

南さんが３０周年実行委員長を引き

受けてくださいました。皆さん快く引

き受けてくださったことを感謝しま

す。よろしくお願いします。  
山田耕造君  ＳＡＡの横出さん、上中会長さん、岩

井幹事さんがんばって下さい。 
岸 友子君  新役員の皆さんがんばって下さい。今

年度からロータリーも仕事上の旧姓

使用にならい「岸」を名乗らせていた

だきます。よろしくお願いします。    

平尾寧章君  上中さん、岩井さんご苦労様です。今

日、東京の研修で上中会長のスピーチ

を聴けません。理事会の皆様ご苦労様

です。  
新垣 勝君  少しいいことが…  
吉田昌生君  塚本副会長の初乾杯に乾杯!!  
前窪紀文君  昨年度勝手しました。本年もよろしく。 
中西秀文君  80 会ゴルフ、中尾さん幹事ご苦労様

でした。岩井さん長時間運転お疲れ様

でした。白浜の夜は最高でした。 
       土日で宮崎のフェニックスへゴルフ

に行って来ました。ゴルフ場は最高で

したが、気温が 32℃あって真夏のゴ

ルフは大変でした。宮崎の芋焼酎は最

高でした。 
宇恵弘純君  第 30 代会長上中様、30 周年にふさわ

しい活躍を期待しています。  
平野泰宏君  上中さん、ご苦労様です。スピーチは

わかりやすく、短めでお願いします。  
塚本義信君  上中会長さんはじめ皆様、向こう一年

間ご苦労様です。 
山畑弥生君  上中会長さん、岩井幹事さん、横出Ｓ

ＡＡさん一年間がんばって下さい。  
中尾享平君      〃 
田中丈士君  上中会長、ご苦労様です。１年間がん

ばって下さい。  
小椋孝一君      〃 
桑添 剛君      〃 
谷脇良樹君  上中会長さんはじめ新役員の皆さん

がんばって下さい。 
西川富雄君      〃  
土井元司君      〃  
大澤祥宏君      〃  
早川満 君       〃  
宮田貞三君      〃 
塩崎博司君  会長就任おめでとうございます。  
岩井克次君  １年間よろしくお願いします。  
横出 廣君   本日から１年間ＳＡＡをさせていた

だきます。 
 

７月は ロータリー 「識字率向上月間」 

会報委員会 委員長 岸 友子 副委員長 中西秀文  深谷政男 倉橋利幸 青木美典 前田洋三 山田耕造 小椋孝一


