
 
 
 
 
 
 
 

第 1406 回例会 17 年 7 月 4 日(月) 
於 海南商工会議所 ４F    19 : 00～ 

 

１．開会点鐘      会長 塩崎 博司 

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 69 名 出席者数 52 名 出席免除会員 2名 

  出席率 77.61％ 前回修正出席率 88.82％ 

 

５．会長スピーチ     会長 塩崎 博司 
会長方針発表 

今年次は、二つの大

きな課題があります。

ロータリー誕生 101 年

の事であり、当クラブ

として一層の団結と発

展を期する年度である

と思います。今年次 R I
会長ステンハマー氏の

テーマは、ロータリー

の哲学と云われている

「超我の奉仕」であり、

ロータリーの理念と言われているものであります。当

クラブとして、ロータリーの新しい世紀を迎え又ガバ

ナーホストクラブとして、R I 会長テーマとポールハ

リスがロータリーを誕生させた精神を理解し、当クラ

ブのテーマとして、次の三つとしたいと思います。 
 

 1．超我の奉仕を実践し、その喜びを味わい、実践

力を高めよう。 
 2．クラブの一層の団結、発展強化を図る会員増強

純増 1 名以上を達成しよう。 
 3．10 月 22 日・23 日に開催する、地区大会を成功

させよう。 
具体的方策 

(1) 各委員会は計画を立案し、プログラム実施に

当たり、委員会内でよく協議しよう。 
(2) 地域のニーズを探り、地域社会に対する新し

い奉仕を創造しょう。 
(3) 例会の充実と、出席率を高めよう。 
(4) ロータリー財団・米山財団の活動をよく理解

し、WCS・各種奨学生・GSE 等の 
お世話をし、国際親善に参加し世界平和の基

を築こう。 
(5) ロータリー情報の伝達に努め、ロータリーに

対する関心を高めよう。 
(6) ガバナーホストクラブとしての責任を果たし、

クラブの充実・親睦を図ろう。 
 
６．幹事報告 

○例会臨時変更のお知らせ 

 粉河ＲＣ  7 月 6 日(水) → 7 月 6 日(水) 
12:30～  粉河町商工会館 2 階 

 
○事務局移転、電話・FAX 番号の変更のご案内 
 有田 2000ＲＣ 

有田郡吉備町土生 409  
(有) 吉備インターゴルフセンター内 

   新電話・FAX 番号 0737-52-8960 
 
７．新旧会長・幹事 バッチ交換 
上中前会長から塩崎新会長に、岩井前幹事から木地

新幹事へ。 

 
８．新入会員の紹介並びにバッジの贈呈 

 
有限会社 大江建材店 
代表取締役 大江 久夫氏  
昭和 32 年生 
趣味は魚釣り 

 
推薦者 宮田 貞三君 
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９．地区代表幹事・副代表幹事・幹事に委嘱状の伝達 
地区代表幹事 楠部賢計君 
副代表幹事  花田宗弘君  林 孝次郎君 

新垣 勝君  谷脇良樹君 
地区幹事   宮田敬之佑君 岩井克次君 

山野 明君  山畑弥生君 
田中丈士君  寺下 卓君 
中村雅行君  西川富雄君 
上中嗣郎君  上野山雅也君 
深谷政男君  名手広之君 
山名正一君  中尾亨平君 
奥村匡敏君  田村能孝君 
上南雅延君  土井元司君 

＊全員ニコニコ BOX に献金して頂きました。 
地区大会 委員長 岡田雅晶君 

副委員長 角谷勝司君 
総括 宮田敬之佑君 
幹事 宇恵弘純君  島村佳郎君 

上南雅延君  塩崎博司君 
ゴルフ担当幹事  大沢祥宏君  上中嗣郎君 

谷口誠成君 
10．委員会報告 
○職業奉仕委員会 
 県立和歌山商業高校から二年生対象のインターン

シップに協力のお願いが届いています。期日は 11 月

16 日から 18 日の 3 日間。実習時間は、AM8:00～
PM17:00 参加生徒 360 名 受け入れ可能な事業所

は 7 月 7 日までに事務局に FAX で申込みをお願いし

ます。 
 
11．次回例会 

第 1407 回例会 平成１７年７月１１日（月） 
12：30～ 海南商工会議所４F 

 

＊＊＊ ニコニコ・ＢＯＸ ＊＊＊ 
７月お祝い 

○会員誕生日 

5 日 田村健治君   １６日 田中丈士君 
１０日 宮田敬之佑君 
○奥様誕生日 

４日 角谷元子様   １８日 塚本 多賀子様 

１３日 橋爪幸子様   ２１日 島村 和子様 

１８日 小久保マユミ様 

○結婚記念日 

１１日 山田耕造君 
 
平尾寧章君  塩崎さん会長就任おめでとう。エレク

トを何とか勤め、1 日からカバナー、

後はレールの上を脱線しない様に頑

張ります。皆様よろしく。国際大会で

ジャパンナイトに多数の参加有難う。 
青木美典君  新役員の皆様 1 年間ご苦労様です。 
山名正一君  同上 
大沢祥宏君  同上 

土井元司君  同上 
田村能孝君  同上 
奥村匡敏君  同上 
谷脇良樹君  同上 
谷口誠也君  同上 
深谷政男君  同上 
中尾亨平君  同上 
早川 満君  同上 
吉野 稔君  大江君入会おめでとう。 
山田耕造君  同上 
楠部賢計君  同上 
宮田敬之佑君 同上 
岩井克次君  理事反省会で上中さん・宇恵さん有難

う。塩崎丸の門出を祝って。 
岸 友子君  山畑さん S A A 一年間はりきってね。

応援しています。 
花畑重靖君  今日から前に座らせて頂きます。 
中村雅行君  県タクシー協会の副会長・和歌山支部

長に再任されました。 
塩崎博司君  初例会を勤めさせて頂き、嬉しく思っ

ています。 
上中嗣郎君  お役ご免で気楽になりました。地区大

会皆様頑張って下さい。 
小椋孝一君  今年度の会計を担当しています、ニコ

ニコにご協力下さい。昨日、愛知万博

に行き、ロータリー友愛館を観て来ま

した。 
林孝次郎君  昨日レクスピア大阪で開催された青

少年交換の会に出席して来ました。 
新垣 勝君  会長ノミニーになりました。皆様よろ

しくお願い致します。 
楠部賢計君  林さん、名手さん昨日はご苦労様。何

か解りませんがもう一枚 
山畑弥生君  幹事の木地さんと S A A の私とで一

年間ご協力よろしくお願いします。 
 
 
 
 
 
 
本場メジャーリーグの試合を観戦 

6 月 21 日、ロータリー100 周年を記念するシカゴ

国際大会の開催期間中のイベントとして、50 か国を

超える国々から集まった 6,000 人以上のロータリア

ンとその家族、友人たちが、U.S.セルラー球場で、本

場アメリカのメジャーリーグの試合、カンザスシテ

ィ・ロイヤルズ対シカゴ・ホワイトソックス戦を楽し

みました。試合開始前には、ロータリー旗が入場し、

ロータリーの活動に関する情報がスコアボードの大

画面に映し出されました。そして、始球式には、グレ

ン・エステス国際ロータリー会長（当時）が孫のグラ

ント君と一緒にフイールドに入場し、大歓迎を受けま

した。 

会報委員会 委員長 山野 明 副委員長 上野山雅也  嶌村佳郎 吉田昌生 山東剛一 柳生享男 


