
 
 
 
 
 
 
 

第1463回例会18年10月30日(月) 
   海南商工会議所   12:30～ 

 

１．開会点鐘          会長 新垣  勝 
２．ロータリーソング   「それでこそロータリー」 

３．ビジター紹介    和歌山中 RC 吉田 博信様 

４．ゲスト紹介  

海南・海南東ローターアクト 上芝 洋平様 
山本 彩加様 

５．出席報告  

会員総数71名 出席者数53名 出席免除会員1名 

  出席率 75.71％ 前回修正出席率 80.00％ 

 

６．会長スピーチ       会長 新垣  勝 
みなさんこんにちは。和

歌山中ＲＣの吉田様メー

キャップご苦労様です。本

日のクラブフォーラムの

ために、海南・海南東ロー

ターアクトクラブの上芝

会長・山本様、お忙しいと

ころご出席戴きまして有

難うございます。 
 先週、ＩＤＭ開催の依頼を申し上げたところ、既に

全ての組が日時を決定されたようです。例会では、な

かなか個人々の意見を聞く機会がございません。是非

少人数で開催されるＩＤＭにご出席戴き、ご意見をク

ラブ運営に反映させたいと思っておりますのでよろ

しくお願い申し上げます。 
 さて、１２月第一例会は年次総会となっております。

クラブ細則第３条第１節により、その一ヶ月前に役

員・理事の指名のための指名委員会を設置しなければ

ならないことになっております。慣例により，現理事

会のメンバーをもって指名委員会とさせて頂きたく

御諮りします。ご賛同戴けますでしょうか？有難うご

ざいました。 
 今日も秋晴れの大変良い天気に恵まれました。行楽

の秋・食欲の秋・スポーツの秋・読書の秋とご予定も

多いと存じます。私も紅葉の秋を見に行きたいと思っ

ております。 
 私の会長としての職務も三分の一が過ぎました。ホ

ッとするというよりは、気を引き締めて、“率先して”

クラブ運営に当たりたいと思っております。皆様方も、

例会はもとより、クラブの行事に“率先”して参加し、

ロータリーをエンジョイして下さい。 
 
７．幹事報告 
○例会臨時変更のお知らせ 

 粉河ＲＣ  
11 月 1 日(水)→11 月 2 日（木） 

18:30～ ＪＡ紀の里ふるさとセンター 

      ガバナー公式訪問（３クラブ合同例会） 

11 月 15 日(水)→11 月 11 日（土） 
13:30~ 粉河ふるさとセンター大ホール 

(４０周年記念例会） 

 有田２０００ＲＣ 

   11 月 8 日(水)→11 月 8 日(水） 
18:30～ 道成寺宝仏殿 

（御坊東・有田 2000 合同例会） 

   11 月 29 日(水)→11 月 29 日(水） 
18:30～ ピーコック（通常例会） 

  トークランドボウル（ボウリング）スポーツ例会 

 那智勝浦ＲＣ 

  11 月 9 日(木)→11 月 12 日(日) 
9:30～ 宇久井半島(家族親睦ハイキング) 

  11 月 30 日(木)→11 月 26 日(日) 
9:00～ 那智勝浦町体育センター 

      （第９回くろしお少年剣道大会のため） 

 和歌山東ＲＣ 

  11 月 16 日(木)→11 月 16 日(木) 
18:30～ 和歌山東急イン 

（シンガポールＲＣ歓迎例会） 

８．委員会報告 

○WCS 委員会         地区委員 寺下 卓 
  先週の金曜日にＷＣＳの地区の委員会があり、当

クラブの WCS 地区ファンドが承認されました。本

年度は、昨年の２月１７日にフィリピン・レイテ島

の地滑りの復興支援で中古パソコンを送ることを

計画していますのでご協力お願いします。 
○国際奉仕委員会       林 孝次郎 委員長 
  来年６月２０日からソルトレイクで開催される

国際大会に参加される方がおられたら、１２月末ま

でに申し込めば安くなります。希望者がいなければ

募集しません。有難うございました。 
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９．クラブフォーラム 

○ローターアクトについて 
    社会奉仕委員会 中西 秀文 委員長 

 海南・海南東ローターアク

トの歴史は１９９３年創立で、

当時の会員は２６名で看護体

験、クリーンハイキング、駅

近辺の清掃等様々な活動をし

ておられたようです。現状の

当ロータ―アクトクラブの人

数は少ないのですが、情熱を

持って活動を続けています。

ロータ―アクトクラブはロータリークラブにとって

も大変重要な組織であります。 
○海南・海南東ローターアクトの活動について 
   海南・海南東ローターアクト 上芝 洋平 会長 

 私たちのクラブは月２回

例会を開催し、委員会別にそ

れぞれの担当者がメインコ

ーナーを行います。最近のメ

インコーナーでは、ある担当

者は北朝鮮がテポドンを発

射した件について、北朝鮮は

何故そのような行動に出な

ければいけなかったのか、中

国は何故あのような対応をしたのか。両国の行動の背

景をインターネット等で調べた内容を会員の前で発

表しました。 
 その他、水の問題等地域社会に密着した問題等を取

り上げて、発表することが例会の主なものとなってい

ます。例会以外の行事としては、２ヶ月に１回は外部

で活動を行っています。昨日は和歌山市の「あさひ学

園」の生徒たちと一緒に一日黒澤牧場で遊びました。

子供達は大変喜んでくれて、疲れも吹っ飛んでいくよ

うな気持ちでした。 今後の活動としては、身近な社

会問題に目を向けるとともに、その現象の背景にある

問題についての考えを深めていきたいと思います。今

後も出来るだけローターアクトの活動を報告させて

いただきたいと考えております。また、活動をより活

発にするために会員を１２名に増やす必要があると

思いますので、ご紹介宜しくお願いします。 
 

10．次回例会 
第 1464 回例会 平成１８年１１月６日（月） 

19：00～ 海南商工会議所 ４F 

11. 閉会点鐘 

 

 
 
吉田 博信様  名手さん、花田さんいつもお世話に

(和歌山中ＲＣ)   なります。 
名手 広之君  浜の宮神社にお参りすれば足腰が

良くなると言われています。ジョギ

ング等されている方は一度参られ

たらいかがでしょうか。 

中村 雅行君  ７人目の孫が出生しました。先日、

天皇・皇后両陛下に拝謁して参りま

した｡ 
山名 正一君  新垣先生、先日お世話になりました。

また、吉野さんご苦労さまでした。 
花田 宗弘君  山野さんボート進水おめでとうご

ざいました。浜の宮神社の宮司さん

メーキャップありがとうございま

す。 
岩井 克次君  ローターアクトの山本彩加さん、今

日はご苦労さまです。 
塩崎 博司君  浜の宮・吉田宮司さんよくいらっし

ゃいました。 
深谷 政男君  昨日、紀伊水道タックル釣り大会で

３位になりました。大き目の太刀魚

２１匹釣りました｡ 
横出  廣君  中西さん、上野山さん、大江さん先

日はお世話になりました。 
宮田 貞三君  昨日、山野明さんお世話になりまし

た。楽しい一日でした。 
中村 文雄君  昨日、山野明さんお世話になりまし

た。楽しい一日でした。 
柳生 享男君  ＫＦ会の皆様、昨日はありがとうご

ざいました。 
土井 元司君  ＫＦ会楽しいゴルフでした。 
中西 秀文君  上芝君、山本さん今日は出席ありが

とうございます。 
山田 耕造君  道成の設計をした「とれたて広場」

がオープンしました。 
寺下  卓君  ＫＦ会お疲れさまでした。 
吉野  稔君  新入会員の皆様との懇親会やっと

終わりました。  
山本 敬作君  山野さん、新船進水式おめでとうご

ざいます。お世話になりました。 
上中 嗣郎君  昨日ＫＦ会別途収入です。 
林 孝次郎君  山野さんお世話になりました。 
 
 

 

 

 

ＫＦ会（ゴルフ同好会）

が 10 月 29 日に貴志川Ｃ

Ｃで行われ、３組１２名

が参加しました。特にこ

の日は中尾恭平さんの全

快ゴルフでもあり、珍プ

レー、好プレーありの和

気藹々の楽しいゴルフで

した。また、ゴルフ終了

後、田中屋及びクロスで

懇親会があり、スポーツ

の秋、食欲の秋を一日で

満喫しました。 

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 


