
 
 
 
 
 
 
 

第 1373 回例会 16 年 10 月 4 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．ロータリーソング 「奉仕の理想」 
３．お客様のご紹介  新入会員 阪口 洋一様 
４．出席報告  

会員総数 68 名 出席者数 51 名 出席免除会員 1名 

  出席率 76.12％ 前回修正出席率 86.57％ 

 

５．会長スピーチ    会長 上中嗣郎 

先月末２９日には台風２

１号が来襲致しました、三

重県では相当な被害の様で

あります。本年８回目の本

土上陸でこれは観測史以来

最大だそうです。台風は南

方海上における温度上昇に

伴う上昇気流が巨大化しも

ので、近年異常に多く発生

しているようです、アメリカのハリケーンの異常多発

と共に地球温暖化による影響であると学者の意見で

す。温暖化の主原因である・炭酸ガスの発生抑止につ

いての京都議定書が全世界の国で批准され実施に移

されることが地球温暖化阻止の第一歩でないかと思

います。 
今月は米山記念奨学会に関する月間となっており

ます、谷脇良樹委員長はじめ・辻秀樹副委員長・橋爪

哲生委員が皆様にご協力をお願いすると思いますが

是非とも宜しくお願いもうし上げます。ロータリー米

山記念奨学会の目的についてロータリのインターネ

ット情報よりご紹介します。  米山記念奨学会の目的
は学問、技術への研究に重点を置き、母国に限らず国

際社会で活躍する留学生を奨学することにあります。 
a) 学業 研究の目的・目標を明確にし、研鑽を重ねて
その成果をあげる努力をする。 
b) 異文化理解 異なる文化・習慣などを理解する努力
をする。 
c) コミュニケーション能力 人間関係における円滑な
コミュニケーションを築き、自己の確立と共に他者を

受入れる柔軟な姿勢をもつ。 
優秀な留学生を支援します。奨学生はロータリー・ク

ラブを通して日本の文化、習慣などに触れ、社会参加

と社会貢献の意識を育て、将来ロータリーの理想とす

る国際平和の創造と維持に貢献する人となることが

期待されます。 
 

６．幹事報告 

○例会臨時変更のお知らせ 

海南ＲＣ   10月 13日(水)→10月 9日（土） 
          18:00～ 「美登利」 
 和歌山北ＲＣ 10月 18日（月）→10月 16日（土） 

12:30～ わたらせ温泉 
ホテルささゆり 

 那智勝浦ＲＣ 10月 21日（木）→10月 23日（土） 
                11:30～ 串本ロイヤルホテル 
有田ＲＣ   10月 21日(木)→10月 21日(木） 

                12:30～ ライオンケミカル㈱ 
（ローテーションデー） 

 和歌山南ＲＣ  10月 29日（金）→10月 28日（木） 
                18:30～ アバローム紀の国 

（城南ＲＣとの合同例会） 
 高野山ＲＣ    11月 5日（金）→11月 6日（土） 
                 9:30～ 高野山龍泉院 

（ＩＭ第４組） 
○休会のお知らせ 
新宮ＲＣ      10月 13日（水） 
和歌山東ＲＣ    10月 14日（木） 
和歌山南ＲＣ    10月 22日（金） 
 
７．委員会報告 

○米山記念奨学金委員会 谷脇良樹委員長 

今年度も御寄付よろしくお願いします。 
 
８．３０周年記念事業中間報告 上南雅延委員長 

 今まで４回実行委員会を開

いており、全て２５周年のやり

方に沿いたいと思っています。

７月２６日の１回目の委員会

では、予算案の検討と、３０周

年記念事業に関するアンケー

トの結果をまとめて、記念事業

はできるだけ簡素にやるとい

う事になりました。８月９日の
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委員会では、来年１月８日の新年夫婦例会に３０周年

記念式典を兼ねてやらせて頂くということに決定し

ました。場所はロイヤルパインズホテルです。 
 記念事業の内容ですが、海南駅前の時計を中心に考

えています。記念誌につきましては、２５周年と同じ

様な物を作りたいと思っています。組織図は、次の例

会に配りたいと思っています。 
 
８．新入会員紹介 
花田宗弘君より阪口洋一様の御紹介をして頂きま

す。阪口さんは、私と同じサラリーマンの退職組でし

て、昨年まで東京で印刷会社に勤めておられました。

会社の為、家族の為に一生懸命働いてこられた方です。

定年になりまして、Ｕターンで和歌山の地、海南に帰

ってこられ、精神的にも時間的にも余裕ができたので、

この際、社会の為に色々と役に立てればという思いで、

自らロータリークラブに入りたいという事で来られ

ました。これから今までの経験を生かして頂きまして、

奉仕活動に色々役にたって頂けるのではないかと期

待しております。 
 ただ今、御紹介頂きました

阪口洋一でございます。皆さ

んよろしくお願いします。私

は１９４１年１２月９日生ま

れで現在６２歳です。この度、

歴史ある海南東ロータリーク

ラブに入会させて頂く事にな

りました。皆さんありがとう

ございます。一会に皆様方と

のご縁をこれから大事にしていきたいと思います。今

後、私は微力ではございますが、今までの経験等を生

かして社会に少しでも役に立っていきたいと考えて

おります。私は大阪に本社があります、昌栄印刷株式

会社に勤めておりました。この会社は主に金融機関の

たとえば郵便貯金の通帳や、銀行の手形、小切手、商

品券、株券、クレジットカードという物を、印刷・製

造・販売している会社です。その会社で営業マンとし

て３７年間勤務してまいりました。この会社は、全国

的に営業所があり、大阪、東京、静岡、広島等勤務し

て、私の３７年間の営業生活の中で約２０年間を県外

で過ごしました。昨年退職しまして、３０数年ぶりに

和歌山に帰ってきて、今非常に落ち着いた状態です。

縁ありましてこの歴史あるクラブに入会させて頂く

ことになりましたので、微力ではございますが一生懸

命お役に立ちたいと思いますので、今後とも御指導、

ご鞭撻頂ける様よろしくお願い致します。 
 
８．次回例会 

平成１６年１０月１１日（月） 祝日休会 
平成１６年１０月１８日（月） 

12：30～ 海南商工会議所４F 

 

９．閉会点鐘 

 

＊＊＊ ニコニコ・ＢＯＸ ＊＊＊ 

 
１０月お祝い 

○会員誕生日   

 ２日 中村文雄君   １８日 山本敬作君 

１４日 小久保好章君  ２６日 谷脇良樹君 

○ご主人、奥様様誕生日 

 ３日 山東久枝様   ２４日 瀬藤憲康様 

１３日 大沢喜久子様  ２５日 小嵐登美子様 

１４日 大川淳子様   ２５日 青木みゆき様 

２０日 岩井まり子様 

○結婚記念日 

４日 角谷勝司君   １８日 田中丈士君 

６日 大沢祥宏君   １９日 木地義和君 

６日 青木美典君   １９日 上中嗣郎君 

１０日 新垣 勝君   ２４日 山東剛一君 

１３日 田中昌宏君   ２５日 荻野昭裕君 

１５日 山野 明君   ３０日 塩崎博司君 

１７日 上芝良造君 

○一般ニコニコ 
上南雅延君  ３０周年の初めての発表させて頂き

ました。皆様御協力の程よろしくお願

いします。 
上中嗣郎君  阪口さんご入会頂きましてありがと

うございました。 
花畑重靖君  今東京の銀座で個展をやっています。

３０日東京へ行って、２日和歌山県展

の審査をして、昨日は奈良県へ審査に

行ってきました。５日から県民文化祭

として、和歌山県の優秀作品展を花畑

ギャラリーでやりますので良かった

ら立ち寄って下さい。 
岩井克次君  阪口さんよろしくお願い致します。 
花田宗弘君  阪口さんを紹介させて頂きます。 
口井健司君  ９月１９日欠席しました。代理出席あ

りがとうございました。 

吉野 稔君  昨夜楽しい事がありました。 

林孝次郎君  上中さんに昼食代借りていました。孫

が３週間東京から遊びに来て帰って、

「来てうれし、帰ってうれし、孫の顔」 

 

 

国際ロータリー２６４０地区 
 

 

 

『癒しの風を受け、友情を深めよう！』 
 
開催期日 ２００５年４月１５日(金)・１６日(土)・１７日(日)
開催場所 新宮市 速玉大社、新宮市民会館 

熊野古道（世界遺産探訪・実地研修） 

 

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


