
 
 
 
 
 
 
 

第 1454 回例会 18 年 8 月 7 日(月) 
   海南商工会議所   19:00～ 

 

１．開会点鐘          会長 新垣  勝 
２．ロータリーソング      「四つのテスト」 
３．ゲスト紹介     米山奨学生 王 慧芝 様 
４．出席報告  

会員総数71名 出席者数58名 出席免除会員1名 

  出席率 82.86％ 前回修正出席率 80.00％ 

 

５．会長スピーチ        会長 新垣  勝 
 みなさん今晩は。米山奨

学生の王さん、ようこそい

らっしゃいました。今日は

林さん、花田さんのご好意

で唐口一之トリオの皆様

の演奏をお聴き戴きます。 
今月は会員増強月間で

す。先週、会員増強委員長

の田村能孝さんからの報

告にもあったように、地区

としては会員が激減しているようですが、我がクラブ

は、諸先輩方のお蔭で、順調に会員数を増やしており

ます。クラブとしての適正な会員数という視点も大事

だと考えています。私は純増１名を確実に達成したい

と考えております。昨年度は残念ながら３名の退会者

がございました。従って、退会防止に全力を注ぎます

が、最悪で３～４名の退会者が出ることも予測しなけ

ればなりません。その上での純増１名ですので、よろ

しくお願い申し上げます。 
 ８月５日には、青少年・ライラ委員長会議に中西さ

んご苦労様でした。お盆ももう直ぐです。亡くなられ

た会員と家族の方々の精霊をお迎えします。心静かに

お迎えし、思い出を新に、改めてご冥福をお祈り申し

上げます。本日は平尾ガバナーの慰労例会で、もう一

度しゃべる機会があるそうですので、これで終わりま

す。 
 
６．幹事報告 
○メーキャップ 

和歌山南ＲＣ  7 月 28 日  中村 雅行君 
 

○例会臨時変更のお知らせ 
有田南 RC 8 月 29 日（火） 8 月 26 日（土） 

            PM2：00～甲子園

（親睦家族会） 
○休会のお知らせ 
有田南ＲＣ    8 月 15 日（火） 
新宮ＲＣ     8 月 16 日（水） 
有田 2000ＲＣ    〃 
和歌山城南ＲＣ  8 月 17 日（木） 

 

７．委員会報告 

○地区大会実行委員会     岡田 雅晶委員長  
地区大会会計報告を致します。 

○増強委員会         田村 能孝委員長 
  8 月は、会員増強月間です。皆さんからのご推薦

を宜しくお願い致します。 
○第 2 会イーストクラブゴルフコンペ 

        谷脇 良樹大会幹事 
  9 月 24 日 有田東急ＣＣ於いて開催、多数のご

参加を宜しくお願い致します。 
○米山奨学生 王 慧芝 様へ  

お誕生日のプレゼント浴衣セットを贈ります。 

 

８．平尾ガバナー慰労会  

「平尾パストガバナー ご苦労様でした。」 
○新垣会長挨拶  
 平尾先生には、２００５～２００６年度２６４０地

区ガバナーとしての任務、本当にご苦労様でした。海

南東ロータリークラブを代表して衷心より感謝申し

上げます。皆様も既に良くご存知のことと思いますの

で、クドクは申しませんが、プライベートの時間は殆

どなく、その上、診療時間を割いての、ロータリーへ

の奉仕の一年間であったと推察します。先生には失礼

かもしれませんが、それまでの３０年余に亘るロータ

リーへの奉仕の時間を凌駕する時間を、ガバナーとし

て地区に奉仕されたと存じます。 
私事になりますが、私も地区幹事の一人として、ガ
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バナーを支える立場でその任務の大変さの、ごく一部

ですが、傍らで見てまいりました。自分の力のなさの

為に、充分な働きができず、ご迷惑をお掛けしたと思

います。ただ、私にとっては大変勉強になり、貴重な

体験をさせて頂いたことに感謝申し上げます。 
 やっとガバナーの任務を終えられたとはいえ、バス

トガバナーとしての任務もございます。ほっとする間

もないかと存じますが、くれぐれも身体を大切にして

頂きたいと存じます。 
 本日は、ささやか過ぎて申し訳ないですが、私たち

の心ばかりの宴でございます。 
時間の許す限り楽しんで頂けたらと存じます。ガバナ

ーとしての激務に対して、改めて“ご苦労様でした”

“有難う御座いました”と申し上げ感謝の言葉といた

します。 
○楠部前地区代表幹事  
○平尾パストガバナー 
○花束贈呈 
○乾杯音頭 塩崎前会長 
○バンド演奏  
 
９．次回例会 
第 1455 回例会 平成１８年８月 21 日（月） 

12：30～ 海南商工会議所４F 
 ｢前窪ガバナー補佐訪問｣ 

「クラブ協議会」 
10. 閉会点鐘 

 

 

 

８月お祝い 

○会員誕生日 
5 日 上野山 雅也君  11 日  宮田 貞三君 

17 日 向井 久佳君   21 日  吉川 博之君 
22 日 吉野 稔君     23 日  上中 嗣郎君 
31 日 口井 健司君      

○奥様誕生日お祝い 
1 日 井本 加栄子様   9 日  桑添 養子様 

20 日 前田 夏乃様     27 日  中村 友紀様 
○一般ニコニコ 
平尾 寧章君  本日は、ありがとうございました。 
楠部 賢計君  平尾パストガバナー1 年間ありが

とうございました。これからも地区

のためクラブのためご指導下さい。 
柳生 享男君  先日、サファリの会の皆様ありがと

うございます。  
花田 宗弘君  バンド演奏ありがとうございます。 
土井 元司君  平尾パストガバナー、1 年間ご苦労

様でした。        
新垣 勝君   塩崎さん、お世話になりました。 
吉野 稔君   平尾パストガバナー、長い間ご苦労

様でした。 
山田 耕造君         〃         
＊会場を廻らせて頂き、多数の方々から頂戴しました。 
 

 

 

 

 

全国ロータリークラブ野球大会 
全国ロータ

リークラブ野

球大会が発足

してはや四半

世紀が過ぎた

が、すべては

1979 年『ロー

タリーの友』4
月号の記事から始まった。それは京都伏見ＲＣ野球同

好会が対戦相手を求める内容であったが、すぐさま西

宮甲子園ＲＣがこれに応じ、5 月に試合の運びとなっ

た。そして、その会場はなんと甲子園球場であった。

西宮甲子園ＲＣの会員で、阪神タイガース球団社長・

小津正次郎氏の特別な計らいで、夢のような草野球が

実現したのだ。その場で両クラブは、近い将来力を合

わせて全国大会を行おうと誓い合った。1981 年 3 月

の 2 日間、東京秋川、広島北、近江八幡（現・びわ湖

八幡）、東京府中を加えた 6ＲＣによる準備大会が開

催され、6 月には大阪で委員会を開き、小津正次郎氏

をコミッショナーに選出。翌年の記念すべき第 1 回全

国大会には、18 チームが甲子園の土を踏んだ。出場

チームは年々増え、第 4 回大会は小津コミッショナー

の意向で、地区予選なしの親睦大会としたところ 52
クラブが参加、本大会の合言葉「野球を通じて親睦の

輪を拡げよう」にふさわしい大会になった。以後、数

年ごとに親睦大会を開いている。1995 年は阪神淡路

大震災のため大会を中止し、翌年「復興祈念親睦大会」

を開催したところ、大会史上最多の 128 チームガ参

加。震災の折、京都伏見ＲＣの呼びかけに 125 クラ

ブが義援金を拠出、被災地域の 10 チームへ届けられ

た。1 回の中止を挟んで 25 年、これまでの出場クラ

ブ数は 280 に上る。本年は 5 月 6 日から 9 月 16 日ま

での間の 8 日間、44 チームが優勝めざして熱戦を繰

り広げている。小津正次郎氏亡きあと瀬川正義氏（広

島北ＲＣ）がコミッショナーを務めているが、大会の

理念はいささかも変わっていない。 
 来年の記念すべき第 25 回は親睦大会の予定。参加

希望クラブは、全国ロータリークラブ野球大会事務局

まで問い合わせてほしい。 
 
全国ロータリークラブ野球大会事務局 

TEL：0748-32-7600 
FAX：0748-32-7601 
電子メール：zenkoku-rc-yakyu@cyber.ocn.ne.jp 

IT・会報委員会 委員長 阪口洋一 副委員長 山畑弥生 委員 大江久夫 大谷 徹 魚谷幸司 吉田益巳 


