
 
 
 
 
 
 
 

第 1471 回例会 19 年 1月 15 日(月) 
新春夫婦例会 

ロイヤルパインズホテル   18:30～ 
 

１．開会点鐘          会長 新垣  勝 
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71名 出席者数61名 出席免除会員1名 

  出席率 85.92％ 前回修正出席率 81.43％ 

 

５．会長スピーチ       会長 新垣  勝 
皆さん、改めまして明け

ましておめでとうございま

す。本日は新年夫婦例会と

いうことで、会長ゲストと

して奥様方をご招待申し上

げましたところ、このよう

に多数の奥様にご臨席戴き

誠に有難うございます。こ

の場をお借りして、常日頃

からロータリーに対してご

理解ご協力戴いておりますことを感謝申しあげます。 
 さて、本年度の国際ロータリーのテーマは“率先し

よう”です。例会はもとより、各事業へ率先して参加

しようと呼びかけております。 
昨年は台湾の彰化東南ロータリークラブを訪問し、

友好クラブの締結を行いました。その際、熱烈歓迎を

受けたわけですが、この４月ごろ、当クラブを訪問さ

れるという情報もございます。歓迎会を開催した折に

は多数の奥様方のご

出席をお願い申しあ

げます。 
 また、今年度中か次

年度になるか分かり

ませんが、甲子園での

親睦の野球大会に当

ロータリークラブも

エントリーを済ませ

ました。試合当日には

応援団を結成したい

と思いますので、これにも多数の奥様方のご参加をお

願い申しあげます。 
 私の任期も後半年になりましたが、前半以上にクラ

ブ奉仕に邁進してまいりますので、今後ともご支援・

ご協力よろしくお願い申し上げます。 
 最後になりましたが、本日のこの例会のために、ご

苦労いただきました横出委員長はじめ、親睦委員会の

皆様に感謝申しあげます。 
 それでは時間の許す限りご歓談ください。 
 
６．幹事報告 
○メーキャップ 
 和歌山ＲＣ   花畑重靖君  12/19 
 和歌山東ＲＣ  中村雅行君  12/28 
○例会臨時変更のお知らせ 
 和歌山西ＲＣ  
   １月 17 日（水）→１月 17 日（水）18:00～ 

             加太  あたらし屋 
 打田ＲＣ  
   １月 25 日（木）→１月 25 日（木）19:00～ 

エスカルゴ（新年例会） 
 

７．乾杯・アトラクション 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

副会長 大川 幹二 
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８．次回例会 
第 1472 回例会 平成１９年１月２２日（月） 

12：30～ 海南商工会議所 ４F 

 
９. 閉会点鐘 

 

 

 
 

１月のお祝い 
○会員誕生日 
 １日 中尾享平君   １１日 平尾寧章君 
１３日 金川龍一君     ２７日 岡田雅晶君 
２９日 青木美典君 
○奥様誕生日 
 １日 上芝えり子様   ２日 中尾みち子様 

４日 西峰史子様    ７日 魚谷佳加様 
８日 吉野良子様   ２０日 谷口裕子様 

２３日 早川久子様   ２６日 新垣民子様 
２９日 塩崎和櫻様   ３０日 大谷洋子様 
○結婚記念日 
１０日 阪口洋一君   ２８日 大谷 徹君 
○一般ニコニコ 
新垣 勝君  新年明けましておめでとうございま

す。本年もよろしくお願いします。 
吉野 稔君     〃 
山田耕造君     〃 
吉田昌生君  年末に孫が熱を出して、平尾先生にお

世話になりました。ありがとうござい

ました。 

柳生享男君  やっと歩ける様になりました。 

塩崎和櫻様  ありがとう。 

 

 

 

 

 

 

 

奨学生が長距離を移動しながら 
エイズへの警鐘 

エイズで両親を失った子どもたちの現状を訴える

ため、ロータリークラブが支援する国際的な学生らの

チームが南アフリカのヨハネスブルクからケープタ

ウンまでの 2,010km を歩いています。アフリカでは

現在、エイズで両親を失った子どもの数が 1,200 万人

いるとされ、このままでいけば 2010 年（サッカーワ

ールドカップが南アフリカで開催される年でもあり

ます）までにその数が 2,000 万人に達する、と推測さ

れていることから、彼らは歩く距離を 2,010km、旅

行期間を 20日間と決めて、12月 2日に出発しました。

5 人の参加者はヨハネスブルクのウィトウォーター

ズランド大学の学生で、そのうち 4 人がロータリー財

団国際親善奨学生。日本の前川生民さん（第 2550 地

区、スポンサークラブ・宇都宮 90ＲＣ）も参加して

おり、その途上、仲間とともにロータリーが支援する

プロジェクトの資金を、子どもたちのために集めてい

ます。前川さんは「この旅行を通して、エイズに感染

した、または感染の恐れがある南アフリカの人たちに

命の大切さを訴えていきたい。特に若い人たちにエイ

ズに対する意識を高めていってもらいたい」と語って

います 
 
ロータリークラブが 

世界中で祝日を祝う 
年末を迎え、ロータリークラブが世界各地で行った

活動を紹介します。 
・イギリス・ハックネールＲＣ（ロータリークラブ）

は 12 月の第 3 週までにハックネール、ニューステッ

ド地域をサンタ・クロースのそりで 19 回も回り、見

ていた人を楽しませました。さまざまな慈善事業を支

援する資金を集めることができました。 
・トリニダ－ド・トバゴのサン・ジュアンＲＣでは、

毎年クリスマス休暇が始まる前に、地域の学校でパー

ティを開きます。今回のサンタ・クロースは、バイク

で登場。プレセントやお菓子に子どもたちは大喜びで

した。 
・12 月 17 日、ドミニカ共和国のアルトゥロガロン

子ども病院でクリスマスパーティが行われました。参

加した 145 人の子どもたちにとっての最高の 
贈り物は、テーブルの上におかれたプレゼントではな

く、国際ロータリーや、地元のロータリークラブから

支援されて行われたさまざまな心臓疾患に対する治

療です。 
・バミューダ島では、12 月 19 日ハミルトンＲＣの

クリスマス昼食会で、11 人の障害をもつ子どもたち

にサンタ・クロースとクロース夫人がプレゼントを届

けました。 
 

ラオスがロータリー世界に仲間入り 
行政上の首都ビエンチャンでクラブが創立され、ラ

オス人民民主共和国がこのほど、最新のロータリー国

となりました。 
2006 年 10 月 18 日に加盟した創立会員 35 人のビ

エンチャンロータリークラブ（ＲＣ）は、第 3360 地

区に所属します。タイのチェンマイ・シン‐タイ‐ナ

ムＲＣが新クラブ加盟のスポンサークラブとなりま

した。陸地に囲まれた人口 640 万人の国・ラオスは、

ベトナム、カンボジア、タイ、ミャンマー、中国と国

境を接しています。 

 
 

 

 

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 


