
 
 
 
 
 
 
 

第 1474 回例会 19 年 2 月 5 日(月) 
   海南商工会議所   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        「我等の生業」 

４．お客様紹介    米山奨学生  王 慧芝 様 
海南・海南東ローターアクト  上芝 洋平 様 

狗巻 嘉実 様 
向井  新 様 
山本 彩加 様 

５．出席報告  

会員総数71名 出席者数45名 出席免除会員1名 

  出席率 64.29％ 前回修正出席率 81.43％ 

 

６．会長スピーチ       会長 新垣  勝 
皆さん今晩は。米山奨学生

の王さんようこそおいで戴き

ました。海南・海南東ロータ

ーアクトクラブの上芝さん、

狗巻さん、向井さん、山本さ

んようこそお越しいただきま

した。後ほど、海外研修の報

告をして頂くことになってお

ります。よろしく。 
 先週の例会の後、ＷＣＳの為のパソコンの梱包のお

手伝い頂いた方々ご苦労様でした。 
また、先日の２６４０地区２組のインターシティミ

ーティングへ多数ご参加戴き有難うございました。 
本日、会長になって初めてノーネクタイで出席しま

した。夜間例会はノーネクタイでと思っておりました

が、公式行事が重なり実現しませんでした。夜間例会

だけこの格好でお許しいただきたいと思います。 
 
７．幹事報告 
○メーキャップ 

和歌山東ＲＣ 2 月 1 日   寺下 卓 君 
○例会臨時変更のお知らせ 
 和歌山東南ＲＣ 3 月 14 日（水） 3 月 14 日（水） 

18：30～レクサス和歌山インター 
（事業所訪問例会） 

８．2640 地区 RAC 海外研修旅行報告     
 海南・海南東ローターアクト  狗巻 嘉実様 

今回の海外研修では、香港のローターアクトと交流

してきました。 

香港に到着した夜、現地のローターアクトの方達と

JAPAN NIGHT PARTY を行いました。日本語

の話せる方が何人か居たこともあり、話が盛り上がり

七時くらいから始まったパーティーが終わったのは

十時くらいでした。 
その後も夜景の見えるところに案内していただい

たり、現地のアクトに誕生日の子が居た為、皆でお祝

いしたり、次の日は買い物ツアーに連れて行ってもら

ったりと、大変充実した交流会となりました。そして、

日本に帰って来てからもメールで連絡を取っていま

す。又、向うの方が日本に来られ大阪まで会いに行っ

たりして交流しています。 
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 この海外研修によって国際交流の素晴らしさが

実感出来ました。これもロータリーの方々のご支援で

出来たことだと思います。どうも有難う御座いました。 
 

９．委員会報告 

2008 年～2009 年度ロータリー財団国際親善奨学

生募集をお知らせします。 

10．次回例会 

平成 19 年 2 月 12 日（月）休会 
第 1475 回例会 平成 19 年 2 月 19 日（月） 

  12：30～  於 海南商工会議所 4Ｆ 

 

11．閉会点鐘 

 
 
 

2 月お祝い 
～会員誕生日～ 

6 日 新垣   勝君  11 日 土井 元司君 
 11 日 楠部 賢計君   4 日 横出   廣君 

  19 日 名手 広之君  21 日 木地 義和君 
  26 日 上南 雅延君 
～奥様・ご主人様誕生日 
   7 日 奥村 智子様 
～結婚記念日～ 

3 日 早川   満君   3 日  吉野 稔君 
4 日 平尾 寧章君  11 日  前田 洋三君 

  14 日 谷脇 良樹君  15 日  金川 龍一君 
  16 日 上野山雅也君  
 

角谷 勝司君  初めて 1 つの車で 10 万キロ乗りま

した。愛着が出て来て乗り潰そうと

思っています。宇恵さんが納税協会

の会館建設の委員長になり、私はそ

の影でお金集めをすることになり

ました。 
平尾 寧章君  IM で初めてパネルディスカッショ

ンのコーディネーターをし、無事す

み良かったです。部門別フレッシュ

会員のところで柳生さん、的場さん

に活発な発言をして頂き楽しかっ

たです。 
新垣 勝君   新報に角谷さんの写真が大きく載

っておりました。おめでとうござい

ました。 
吉田 昌生君  今日は、各企業のお稲荷さんへ初午

祭に行く中で、和歌山石油精製さん

に、三年間無事故で業績も上がって

来て、お蔭様でと言われ大変嬉しい

気持ちになりました。 
楠部 賢計君  夜ウォーキングを始めて 15 年にな

ります。私の自慢です。 
宇恵 弘純君  田村健治君の千円、上中君の千円入

れさせて頂きます。有難うございま

した。立派な納税協会会館を建てる

事に私の力を精一杯出します。お金

集めは、角谷さん宜しくお願い致し

ます。皆さんご寄附を宜しく！！ 
宮田 敬之佑君 今日は、自宅からここまで 20 分掛

かり歩いて来ました。奥村さんの仲

人で明後日見合します。皆さん成就

する事を祈願して下さい。 
奥村 匡敏君  三笑会で話が弾みこんな事になり

ましたが、まだ相手の方から返事を

貰っていません。宮田さんの残りの

人生を、彼女と一緒に過ごせれば良

いなと言うような気持ちで話させ

て貰いました。 
山名 正一君  IM、新垣さんパネルディスカッシ

ョンご苦労様でした。CLP 勉強に

なりました。 
的場 賢美君  IM に行くのに大谷さんにお世話に

なり、ありがとうございました。 
柳生 享男君  IM に行って来ました。出席者の皆

様お疲れ様でした。 
中西 秀文君  狗巻君、海外研修報告ご苦労様です。 
吉野  稔君  IM2 組お忙しい中、多数の出席し

て頂きありがとうございました。 
山田 耕造君  3 日に久しぶりに孫と遊びました。 
 
 
 
 

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 


