
 
 
 
 
 
 
 

第 1419 回例会 17 年 11 月 7日(月) 
於 海南商工会議所 ４F    18:30～ 

 

１．開会点鐘           会長 塩崎博司 

２．ロータリーソング        「奉仕の理想」 
３．出席報告  

会員総数 68 名 出席者数 50 名 出席免除会員 2名 

  出席率 75.76％ 前回修正出席率 100％ 

 

４．会長スピーチ         会長 塩崎博司 
 今晩は、我がクラブ今年度

最大のイベント地区大会成功

裏に終了いたしましたが、私

会長として４ヶ月過ぎたとこ

ろです。後８ヶ月３分の２残

っています。 
ガバナーを出しているクラ

ブとしてまだまだ気が許せま

せん。皆さんのご協力を宜し

くお願いいたします。 
 １１月はロータリー財団月間です。また、先月はロ

ータリー米山月間で、この事についてお願いする機会

がございませんでした。どちらもご寄付をお願いする

月間ですので両委員長さんご協議の上進めて頂けれ

ばと思っています。宜しくお願い致します。 
また、（財）米山記念奨学会が多地区合同活動であ

ることの承認手続きのお願いが、ガバナーを通じてあ

りました。 
ごちそうを前にして話の長いのも嫌われます、この

辺で終わります。 
 
５．幹事報告 

○例会臨時変更 

 有田南ＲＣ  11 月 15 日（火）→11 月 17 日（木） 
18:30～      橘家 

（有田３クラブ合同例会ガバナー公式訪問） 
 有田 2000ＲＣ 11 月 16 日（水）→11 月 17 日（木） 

18:30～      橘家 
（有田３クラブ合同例会ガバナー公式訪問） 

  11 月 30 日（水）→11 月 30 日（水） 
18:30～      橘家 
（御坊東ＲＣとの合同例会） 

 有田ＲＣ 11 月 17 日（木）→11 月 17 日（木） 
18:30～      橘家 

（有田３クラブ合同例会ガバナー公式訪問） 
 那智勝浦ＲＣ 11 月 17 日（木）→11 月 13 日（日） 

10:00～  太地町（灯明﨑～梶取崎） 
家族親睦ハイキング 

 和歌山ＲＣ 11 月 22 日（火）→11 月 22 日（火） 
12:30～  和歌山県立博物館 

○住所変更のお知らせ 
 11 月 7 日より、 
 粉河ＲＣ 和歌山県紀の川市粉河 784 

（市町村合併のため） 
６．委員会報告 

○職業奉仕委員会 山田委員長 
 県和商の奉仕体験学習について多数のご協力あり

がとうございました。 
 
 
 
 

○国際奉仕委員会 深谷委員長 
 2006 年国際大会参加申込みは今月

末までお願いします。 
 和歌山県 AIDS インフォメーショ

ンのレッドリボンバッジに対してご

協力お願いします。 
 

 
７．次回例会 
第 1420 回例会 平成１７年１１月１４日（月） 

12：30～ 海南商工会議所４F 
 

＊＊＊ ニコニコ・ＢＯＸ ＊＊＊ 

 

11 月のお祝い 
○会員誕生日 

１日 早川 満君   １１日 大川幹二君 
１日 谷口誠也君   １４日 奥村匡敏君 
３日 山野 明君   １５日 平野泰宏君 
４日 前田洋三君   ２５日 花畑重靖君 
５日 西峰義文君   ２７日 深谷政男君 
９日 吉田昌生君   ２９日 岩井克次君 
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○奥様誕生日 

１日 山名道代様   ２６日 木地チズヨ様 

２１日 林 美紀様 

○結婚記念日 

１日 寺下 卓君   １２日 奥村匡敏君 

２日 西峰義文君   １６日 楠部賢計君 
３日 田村健治君   ２１日 花田宗弘君 
５日 宮田貞三君   ２２日 中村雅行君 
６日 塚本義信君   ２３日 西川富雄君 
８日 岩井克次君   ２７日 林 孝次郎君 

１１日 田村能孝君 
○一般ニコニコ 

嶌村佳郎君  地区大会、ゴルフ大会で参加会員から、

あれだけへたこう、年寄り、ロシンブ

ルの揃った集まりの中で、大概よく気

遣いなされたとお褒め頂き、気持ちよ

くさせて頂きました。 

谷脇良樹君  ガバナーと堺南ＲＣへ公式訪問して

ゴルフ大会に参加した最高齢の会員

から「本日ブービー賞を頂きありがと

うございました。『ロータリーの友』

９月号の“言いたい、聞きたい”の欄

にゴルフを楽しみながら米山へ寄付

しようとあったので、早速寄付致しま

した。今年は例年より多額となり、ゴ

ルフ地区大会後の皆様によろしく」と

の伝言を頂きました。ちなみにこの中

西修氏は米寿で百歳になったら会長

になるということです。 

大沢祥宏君  嶌村さんからお褒めの言葉を頂きま

したが、何よりの功労者はよいお天気

だったと思います。 

角谷勝司君  上中さんのおすすめで、地区大会の記

念品に入れた商品が取引につながり

ました。これも奉仕の精神につながる

ことと思います。 

上中嗣郎君  ゴルフ大会で桑添さん、平野さんと回

りまして、大澤さんが見に来て腰を痛

めて大変でした。いろいろお世話にな

りました。 

       ゴミの掃除、青木さんの会社の方にた

いへんお世話になりました。 

中尾享平君  あの時偶然に和泉ＲＣの代わりに出

たヒョウタンからコマでピンチヒッ

ターで出た８○会で優勝しました。 

宮田敬之佑君 同じ海南の西ＲＣに比べてこの東Ｒ

Ｃの盛会ぶりは大変嬉しいものです。 

名手広之君  マージャン仲間の小嵐君がなくなら

れて残念です。 

中村雅行君  あとの世話をするということで先日

青木君に負けました。 

青木美典君  地区大会の慰労会不慣れな司会でし

たがご協力ありがとうございました。

カラオケで岡田先生、宮田さん、楠部

さん、宇恵さんすばらしい歌唱力でし

た。 

岡田雅晶君  歌の「胸に刺さすことばかり」が身に

しみました。 

楠部賢計君  歌は宮田さんと二人で一人前でした。

乾杯の音頭とらして頂き、横出さんに

は新宮の水頂きました。 

上南雅延君  小嵐君とは同じレベルでした。 

横出 廣君  新宮へ水を汲みに行って来ました。 

中西秀文君  和歌山へ行ったうちの一人です。中村

さん、横出さんありがとうございまし

た。 

桑添 剛君  ８○会に出席して、手術したあと酒も

ゴルフも行けるようになりました。あ

りがとうございました。 

塩崎博司君  四ヶ月と３分の１楽しくお世話にな

りました。今後ともよろしく。 

木地義和君  四ヶ月無事に済みました。 

中尾享平君  ８○会優勝しました。幹事さんご苦労

様。 

宇恵弘純君  オージー会の雅晶兄さん、英子お姉さ

ん、弟の克次君、卓君、妹の友ちゃん、

弥生ちゃん、九州旅行楽しかったよ。

次の旅行楽しみにしています。 

岡田雅晶君  ８○会で３位入賞。 

       ８○会でウマ当り。 

       オージー会、お世話になりました。 

山畑弥生君  ＯＧ会の皆さん、お世話になりありが

とうございました。 

寺下 卓君  ８○会欠席してすみません。ＯＧ会の

みなさん、ありがとうございました。 

吉野 稔君  幹事さん、８○会欠席してすみません

でした！ 

山名正一君  林さん、無理なことをお願いしてすみ

ません。 

         2005-2006 地区大会 
 
 
 
 

SERVICE Above Self 
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