
 
 
 
 
 
 
 

第 1446 回例会 18 年 6 月 5 日(月) 
 海南商工会議所   18:30～ 

 

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74名 出席者数53名 出席免除会員2名 

  出席率 73.61％ 前回修正出席率 100％ 

 

５．会長スピーチ         会長 塩崎博司 
 みなさん、こんばんは。私

にとって、最終の例会となり

ます。最終の例会は神社会に

参加するため、出席できませ

ん。300 名を引き連れ、静岡

県の秋葉神社に行きます。 

 先週の日曜日は家族会で、

青木親睦委員長をはじめ、委

員の皆さんにお世話いただ

き、有り難うございました。野上のふれあい公園で楽

しく過ごさせていただきました。会員はもちろんのこ

と家族の方々が 80 人そろいました。焼肉をはじめ、

飲み物やお菓子のお土産も準備いただき有り難うご

ざいました。 

やはり、ロータリーは会員だけでなく家族を含めて

親睦を図り、クラブを盛り上げていかなくてはなりま

せん。幸い我がクラブは日頃からいろんな心づくしが

あり、この一年間、活発に事業を実施できたのもこの

日頃の肥やしが効いていたのではないかと感じます。 

この一年、有り難うございました。 

 RI 会長ノミニーが決まりました。9 月にドナルド

E・オスバー（RI 元理事）が選出されていましたが、

12 月に再審議・再選によって、フィルリッド・ウイ

ルキンソン（元 RI 副会長）を選出しまいした。今回

の世界大会で決定されます。 

 国際大会には、本クラブから 20 数名が出席してく

れます。第 2640 地区だけが開催しているジャパンナ

イトでは平尾ガバナーの慰労、三軒ガバナーエレクト

の激励の会となります。花田地区委員長にはご苦労を

おかけします。成功を祈っています。 

 最後までご支援ありがとうございました。 

６．幹事報告 

○例会臨時変更 
 那智勝浦ＲＣ  6 月 22 日（木）→6 月 25 日（日） 

16:30～ ホテルなぎさや（家族親睦会） 
打田ＲＣ    6 月 22 日（木）→6 月 22 日（木） 

19:00～ 創作料理「橋本」 
和歌山北ＲＣ  6 月 26 日（月）→6 月 26 日（月） 

18:00～ ルミエール華月殿 
粉河ＲＣ    6 月 28 日（水）→6 月 28 日（水） 

18:00～ いろは（ありがとう例会） 
和歌山西ＲＣ  6 月 28 日（水）→6 月 28 日（水） 

18:00～ 東急イン９F 
有田ＲＣ    6 月 29 日（木）→6 月 29 日（木） 

18:00～ 橘家 
海南西 RＣ   6 月 29 日（木）→6 月 29 日（木） 

19:00～ 美登利 
岩出 RＣ   

7 月 6 日（木）→7 月 1 日（土）19:00～ 
全日空ゲートタワーホテル(創立 21 周年例会) 

○休会のお知らせ 
 那智勝浦 RC  6 月 29 日（木） 
 打田 RC    6 月 29 日（木） 
 和歌山城南 RC 6 月 29 日（木） 
 和歌山中 RC  6 月 30 日（金） 
○住所変更のお知らせ 
 岩出 RC 岩出市荊本 77-3 岩出市商工会館３F 
 

７.委員会報告 

○次年度会長 新垣 勝君 
 会員名簿で変更のある方は事務局にご連絡くださ

い。また、事業計画書を 6 月 19 日まで提出してくだ

さい。 
 
８．次回例会 

第 1447 回例会 平成１８年６月１２日（月） 

12：30～ 海南商工会議所４F 

 

＊＊＊ ニコニコ・ＢＯＸ ＊＊＊ 
６月のお祝い 

○会員誕生日 

  ３日 宇恵弘純君   １０日 角谷勝司君 
３０日 中西秀文君 
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○奥様誕生日 

１０日 坂口節子様   １６日 西川智代様 

１７日 上中由貴様   ２２日 寺下十茂子様 

２３日 上野山衣利子  ２４日 田村純子様 

○結婚記念日 

１９日 倉橋利幸君  

○一般ニコニコ 

青木美典君  家族会へ多数の参加有り難うござい

した。良いお天気でよかったです。親

睦委員の皆様、ご苦労様でした。 

岩井克次君  寺下さん、ロータリーの友の記事でご

苦労様でした。 

岡田雅晶君  初めてのパークゴルフ楽しく遊ばせ

ていただきました。 

奥村匡敏君  家族会、パークゴルフで３位に入り、

賞品をいただきました。 

阪口洋一君  家族会、楽しかったです。皆様、有り

難うございました。 

塩崎博司君  無事に最終の第１夜間例会を迎えら

れました。 

木地義和君   〃 

山畑弥生君   〃 

山東剛一君  親睦委員の皆様、ご苦労様でした。お

世話になりました。 

田村健治君  国際ロータリー囲碁同好会の韓国大

会に出席したときの写真がロータリ

ーの友に出ました。 

田村能孝君  家族会、孫と共に４名で参加。パーク

ゴルフ 30 位、飛び賞を頂きました。

親睦委員の皆様、ご苦労様でした。 

柳生享男君  先日、家族会お疲れさまでした。 

上中嗣郎君  高野山、橋本・紀ノ川３クラブ合同記

念ゴルフで 20 位に入りました。昨日

はゴルフ・プレジデント杯で 35 ホー

ルまわってきました。 

田村健治君  最近、ゴルフの調子が良くて、先日、

クラブコンペで優勝しました。 

宇恵弘純君  田村先生は最近ゴルフの調子がいい。

優しい顔をしているが、口でやられて

しまいます。 

桑添 剛君  宇恵さん、白浜で遊んでいただき有り

難うございました。悩み事があり、今

までのゴルフができませんでした。 

井本充彦君  今後ともよろしくお願いします。 

花畑重靖君  今日、大阪へ絵画を見に行きました。

今、話題の和田氏（盗作問題）と同じ

会員です。 

小椋孝一君  家族会ありがとうございました。蛍の

穴場を見つけました。（紀美野町柴目

長谷分校の近く） 

寺下 卓君  ロータリーの友の32PにWCSの記事が

掲載されました。ソフトボール大会で

ノーヒットノーランを達成しました。 

田中秀夫君  先日、父親の葬儀でいろいろと有り難

うございました。 

林 孝次郎君 地区青少年委員会に出席のため、家族

会を欠席しました。 

宮田敬之佑君 先日、IDM で荻野委員長が和歌山に行

くのに声をかけてくれなかった。 

山野 明君  孫がパークゴルフで 2位でした。   

 

 

 

 

 

ＲＩ世界大会 

毎日のウエブ掲載情報を見逃しなく 

 ロータリーの家族が、６月 11～14 日に、スエーデ

ンのマルモとデンマークのコペンハーゲンで開催さ

れる 2006 年ＲＩ大会で再会します。ロータリーの世

界的団結を示して、今年度、初めてロータリー世界大

会がニケ国のニ都市で開かれます。大会に出席出来な

い皆様へ、www.rotary.org が６月９日の大会前情報

と、大会期間中の全情報を報じます。６月１１日の大

会開会式から、６月１５日の閉会式迄を通じて、日々

の情報や写真を御届けします。コペンハーゲンの有名

なチボリ公園での花火で始まり、デンマーク王室一家

の訪問、基調講演等を報じます。ご期待下さい。 

 

地震後にロータリアンが 

援助の手を差し伸べる 

親愛なるロータリアン各位 

 最近発生したイ

ンドネシアの地震

に心から御見舞申

し上げます。5,000

人を越す死者と、

数千人の家を失っ

た人達の大災害の

影響を受けた地域

を支援するロータ

リアンの決意に感激しております。ＲＩの国際奉仕プ

ログラム課がクラブと地区の救援活動情報を、ＲＩの

次のウエブサイト上に続けて掲示します。 

(www.rotary.org/programs/wcs/disaster/reliefeff

orts.html). クラブと地区の追加援助情報は、ＲＩ

で受取り次第、掲示します。被害支援情報も御覧下さ

い。資金や救援物資を直接クラブや地区へ贈る事を望

まれる向きは、現地ロータリアンの情報収集の為に、

ウエブサイトを御覧下さい。今迄行ったように、被災

者からの緊急要請に応える為にユニセフ、赤十字、国

境無き医師団や草の根的なロータリープロジェクト、

シェルターボックス、水救急箱、等に協力を奨めます。

不遇な人々援助への弛まざる決意と、超我の奉仕に感

謝します。                 敬具 

 

 カール・ヴィルヘルム・ステンハマーＲＩ会長 

 フランク・デヴリン財団管理委員会委員長 

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 


