
 
 
 
 
 
 
 

第 1391 回例会 17 年 3 月 7 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．国歌斉唱     「君が代」 
４．出席報告  

会員総数 69 名 出席者数 45 名 出席免除会員 1名 

  出席率 66.18％ 前回修正出席率 83.46％ 

 

５．会長スピーチ    会長 上中嗣郎 

昨日までは大変寒かった様

ですが３月を迎え今日あたり

から漸く春めいてきたようで

す。 
今月は「青少年の月間」で

す、ガバナー月信に平岡正巳

パストガバナーが青少年の育

成についてという一文を書か

れておりますので概要のみを

御紹介します。ＲＣは青少年の育成について大変重要

視しています創立１００周年の歴史を振り返っても、

４大奉仕に次ぐ奉仕活動として力を入れてきました。

ローターアクト・インターアクト・ライラ・青少年交

換・など多くの青少年育成プログラムを用意しており

すばらしい育成機能を持っております。残念なことに

充分活用されていない。創造力のある次の世代の育成

のために万難を排し支援する必要があろう。 
先週金曜日には来期の地区大会の委員長会議があ

りました、岡田地区大会委員長・宇恵幹事の熱意が各

委員長に伝染し皆様大変な意気込みでした、必ずや大

成功と感じております全会員の熱意ある参加を期待

しております。楠部代表幹事・新垣副代表幹事（予定）

も出席されました皆様ご苦労様でした。 
 
６．幹事報告 

○例会臨時変更 

和歌山北ＲＣ  3月 28日（月）→3月 28日（月） 
11:45～ 四季の郷公園・四季さい館 

        4月 11日（月）→4月 8日（金） 
18:30～ ダイワロイネットホテル和歌山４F 
（ロータリー100周年記念例会・東済州 RC歓迎会） 

和歌山ＲＣ   3月 29日（火）→3月 2
18:00～ ホテルグランヴィア

（例会及び台湾板橋 RC
○休会のお知らせ 
 有田南ＲＣ    3月 22日（火） 
 和歌山東南ＲＣ  3月 30日（水） 
 
７．委員会報告 花田宗弘君 
 ガバナーエレクト事務所より報告致しま

17年 3月 12日（土）地区、チーム研修セミ
催されます。よろしくお願いします。 
８．閉会点鐘 

 

９．次回例会 
第 1392回例会 平成１７年３月１４日（

12：30～ 海南商工会議所４
 

 

＊＊＊ ニコニコ・ＢＯＸ ＊＊＊
３月お祝い 

○会員誕生日 

２日 山畑弥生君   １９日 中村雅

 １６日 小椋孝一君   ３１日 山東剛

○奥様誕生日 

 ３日 楠部悦子様   １９日 広 喜

１０日 山野三保子様  ２０日 倉橋み

１２日 平尾美代子様  ２１日 花田恵

１３日 横出美保様   ２３日 荻野真

１７日 金川けい子様  ３０日 吉田靖

○結婚記念日 

  ３日 上南雅延君   ２６日 深谷政

 １１日 大川幹二君   ２６日 岸 友

 １３日 吉田昌生君   ２８日 橋爪哲

 １４日 中村文雄君   ２９日 土井元

 １５日 小椋孝一君 

 
木地義和君  孫が怪我をして辻秀輝先生

になり、インフルエンザで岡

お世話になりました。又、先

棒が入って車を盗まれまし

にもどってきました。 
上中嗣郎君  昨日寒い中あまご釣りに行
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した。花粉症で大変ですが、行けるだ

け健康だと思っています。寒い中でも

釣りはおもしろいですので、皆さんも

釣りの趣味がありましたら一緒に行

きたいと思います。 
塩崎博司君  先週の木、金、土曜日の３日間、青森

県でスキーをしてきました。来年まで

頑張ろうと思っています。 
土井元司君  私も花粉症ですが、昨日高野山のふも

とまで行ってきました。杉の木がすご

くたくさんありましたが、あまり外に

出ないことです。 
宮田敬之佑君 今日の３月のお祝いの紹介良かった。 
 谷口誠也さん、続いてよろしくお願い

します。 
谷口誠也君  土井元司さんの花粉症がうつりまし

て大変です。早く治療した方がいいと

言われましたが、少し手遅れかもしれ

ません。 
岩井克次君  ３日前に風邪をひいて病院で診ても

らったら、ＡでもＢでもない普通の風

邪だったのですが、熱が３８℃近くで

まして、やっと今日調子が良くなりま

した。 
山名正一君  土曜日に高野山へお参りに行ってき

ました。途中でものすごい雪で大変で

した。 
宮田貞三君  ３月えびす会は休みの月ですので、あ

まり指名しないようによろしくお願

いします。 
中村文雄君  釣りも色々ありますのでよろしく。 
宇恵弘純君  中村先輩ありがとうございます。私も

今色々と勉強中ですのでよろしく。 
小久保好章君 今日ニコニコ入れさせてもらいます。 
中西秀文君  ４月３日桃源郷ハーフマラソン走り

ますので、宮崎のゴルフ欠席させても

らいます。 
上野山雅也君 私も花粉症で少し腫れていまして、今

年はきつい様です。 
寺下 卓君  昨日和歌山でソフトボールの大会が

あり、３試合ピッチャーをやりました。

海南でも１試合しまして、身体ガタガ

タです。先日で中国語講座が終了しま

して、実習研修へ行ってきました。 
中尾享平君  土曜日に研修して来ました。国際大会

への参加よろしくお願いします。 
林 孝次郎君 アンデス山脈に登ります。2000m ぐ

らいでやめておこうと思っています。 
倉橋利幸君  今年初めてのゴルフで奈良へ行って

きました。まだ雪が所々残っている中

１８ホール回ってきました。自分では

少し身体に自信ができたと思ってい

ます。 
吉田昌生君  今日は４回も前に出て来ました。又、

３月から海南駅に全特急が停車（オー

シャンアローは全部停車しない）しま

すが６月３０日まで様子をみるとい

うことなので、出来るだけ利用して下

さい。 
 ロータリー財団の方もよろしくお願

いします。 
 
 
 
 
 
 
アフガニスタンに第２番目の 
クラブ誕生 
 
１月２３日に、アフガニスタンのジャララバッド

（Ｊａｌａｌａｂａｄ）クラブがＤ３２７０（アフガ

ニスタンとパキスタン）のアブドル ラウフ ローハ

イラ（Ａｂｄｕｌ Ｒａｕｆ Ｒｏｈａｉｌａ）ＤＧ

から設立認可証を受けました。これで、アフガニスタ

ンにはクラブ数が、２００４年に設立されたカブール 

センター（Ｋａｂｕｌ Ｃｅｎｔｅｒ）クラブと併せ

て２つになります。 
創立記念式典には創立会員の他に地元の有力者や

Ｄ５３４０（カリフォルニア）のステイヴ ブラウン

（Ｓｔｅｖｅ Ｂｒｏｗｎ）ＰＤＧとアメリカ、カリ

フォルニア州、ラ ヨラ ゴールデン トライアング

ル(La Jolla Golden Triangle)クラブのファリー モ
イニ（Ｆａｒｙ Ｍoini）氏が出席しました。この新
クラブは、上述のアメリカのクラブとパキスタンのペ

シャワル サウス（Ｐｅｓｈａｗａｒ Ｓｏｕｔｈ）

がスポンサーになりました。 
チャータークラブのモハムマッド イシャク ニ

アズマンド（Ｍｏｈａｍｍａｄ Ｉｓｈａｑ 

Niazmand）会長には新クラブ結成の素晴らしい努力
と地元への社会奉仕を称えて、カリフォルニア州のラ 

メッサ（Ｌａ Ｍｅｓａ）クラブがスポンサーになり

ポール ハリス フェローが贈られました。 
ジャラフ バードの市長もこのクラブのチャータ

ー会員で、アメリカ、サンデイゴ市と姉妹都市の祝賀

から帰国したばかりで、現在、大学間の種々の提携を

考慮しております。 
 

 
 
開催期日 ２００５年４月１５日(金)・１６日(土)・１７日(日)
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 


