
 
 
 
 
 
 
 

第 1477 回例会 19 年 3 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．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 71.43％ 

 

５．会長スピーチ       会長 新垣  勝 
皆さん今晩は。今日は

大変荒れた天気で、例会

出席が気がかりでしたが、

天気回復し良かったです。 
 今月は識字率向上月間

です。書き損じ葉書とポ

ケットコインの寄付をお

願いすると思いますが、

その節はよろしくお願い

申しあげます。 
 
６．幹事報告 
○例会臨時変更のお知らせ 
 有田 2000ＲＣ  
  3 月 14 日（水）  3 月 14 日（水）19:00～ 

    アイジュエリー・イワモト（職場見学） 
  3 月 28 日（水）  3 月 25 日（日） 

大相撲・大阪場所（親睦家族同伴例会） 
 打田ＲＣ 
  3 月 22 日（木）  3 月 22 日（木）19:00～ 

    エスカルゴ（９００回記念例会） 
      （米山奨学生の歓送会） 

 海南西ＲＣ  
  3 月 29 日（木）  3 月 31 日（土）19:00～ 

       藤白神社「参集殿」花見例会 
 橋本紀ノ川ＲＣ 
  4 月１０日（火）  4 月 12 日（木）12:30～ 
     橋本カントリークラブ（３ＲＣ合同例会） 
 高野山ＲＣ 
  4 月 13 日（金）  4 月 12 日（木） 

橋本（３ＲＣ合同クラブ協議会） 

○休会のお知らせ 
 和歌山東ＲＣ    ３月２２日（木） 
 和歌山城南ＲＣ   ３月２９日（木） 
 
７．委員会報告 

○社会奉仕委員長          中西秀文君 

 来週月曜日は献血例会になっていますので皆さ

んよろしくお願い致します。 

 

８．次回例会 

第 1478 回例会 平成 19 年 3 月 12 日（月） 
  12：30～  於 海南商工会議所 4Ｆ 

 

９．閉会点鐘 

 
 
 
 
 

３月のお祝い 
～会員誕生日～ 
 ２日 山畑弥生君  １９日 中村雅行君 
１６日 小椋孝一君  ３１日 山東剛一君 
～奥様・ご主人誕生日～ 
 ３日 楠部悦子様  １７日 金川けい子様 
１０日 山野三保子様 ２１日 花田恵子様 
１２日 平尾美代子様 ２３日 荻野真由美様 
１３日 横出美穂様  ３０日 吉田靖子様 
１６日 吉田君江様 
～結婚記念日～ 
 ３日 上南雅延君  １５日 小椋孝一君 
 ９日 吉田益巳君  ２６日 深谷政男君 
１１日 大川幹二君  ２６日 岸 友子君 
１３日 吉田昌生君  ２９日 土井元司君 
１４日 中村文雄君 
一般ニコニコ～ 
中西秀文君  昨日北野上小学校創立１００周年記

念式典を無事終了いたしました。記念

誌を１００部作成しました。私は実行

委員長として無事に終わりホットし

ています。 
林 孝次郎君 花田さんと一緒に１７日間オースト
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ラリアに行き、タスマニアの山の中を

１週間歩き無事に帰ってきました。 
宇恵弘純君  柳生家に山畑さん、的場さんとお参り

させていただきました、到着が少し遅

くなりました。湯浅に同じような式場

が２つあり、場所を間違え２ヶ所にお

参りしてきました。 
山畑弥生君  宇恵さんと同じです。 
的場賢美君  宇恵さんと同じです。 
花田宗弘君  先日アメリカの江並さんがお見えに

なったそうですが、私は良く存じ上げ

ておりますが当日欠席しており申し

訳ありませんでした。林さんとオース

トラリアへ１７日間やじきた道中し

てきましたが、１７日間で夜行便が２

泊、船の中が２泊、テントが７泊、ホ

ームステイが２泊とホテルに宿泊は

２～３日だけでした。 
岩井克次君  先日の野球の練習ご苦労さまでした。

次回は１７日頃に練習の予定です。 
谷口誠也君  田中丈士さんが大きな石鯛を釣った

そうです。釣り船店のホームページに

田中さんが大きな石鯛を持った写真

が掲載されていました。 
田中丈士君  去年はメジロを３６本釣りましたが、

今年に入りブリを１本と今話しが出

た石鯛とシマアジ２匹とヤイトと言

うカツオを２匹釣りました。 
寺下 卓君  今週の７日に和歌山東南ＲＣで卓話

することになりました。 
山東剛一君  誕生月です。久し振りにニコニコ入れ

ておきます。 
山本敬作君  何もいいことないですが、なんとか生

きてます。 
柳生享男君  先日は会葬いただき有難うございま

した。 
山名正一君  今週日曜日は２回目のＰＥＴＳに行

ってきます。 
吉野 稔君  久し振りに出席委員長の声を聞かせ

ていただきました。 
山田耕造君  昨日、湯浅シロウオ祭りに行ってきま

した。 
 
 
 
 
 
南アフリカに続きアメリカでも 

“エイズウオーク” 
2 月 1 日、ロータリークラブがＨＩＶ／エイズへの

懸念を示し、その被害者たちを支援していることが、

アメリカのノーザンアイオワ大学で知られることに

なりました。アフリカで 1,200 万人に及ぶ、エイズで

親を失った子どもたちの苦境を訴えようと、「エイズ

ウオーク」と銘打っ

た 2 時間にわたる行

進が行われたことに

よるものです。 
代表のブリタニ

ー・ジャンク氏によ

ると、このイベント

は、エイズで両親を

失った子どもたちの

現状を訴えるため、

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）ら 4 人のロータリー国際親善奨

学生を含む南アフリカの学生たちが、ヨハネスブルク

からケープタウンまでの 2,010km を踏破したことに

触発されて実施されました。当日は気温が氷点下だっ

たにもかかわらず、数百人の学生、スタッフ、教授や

地元のロータリアンたちが参加。500 米ドル以上の寄

付金を集めるとともに、ＨＩＶ／エイズの感染予防活

動や感染した子どもらの支援をアフリカの 7 か国で

行っている世界ネットワーク活動グループ「エイズと

闘うロータリアンの親睦グループ（Rotarians for 
Fighting AIDS、略称ＲＦＦＡ）」に関するパンフレ

ットやしおりを配布しました。イベント後には、学生

たちがバレンタインデーウイークにバラを売った収

益を、全額ＲＦＦＡに寄付するなど、新たな展開も見

せています。 
 

 

 

 

 

2007 年 4 月 14 日（土） スイスホテル南海大阪 

2007 年 4 月 15 日（日） ラブリーホール 
ホストクラブ   河内長野東ロータリークラブ 

コ・ホストクラブ 河内長野ロータリークラブ 

大会テーマ 「考えよう！ロータリーの明日を」 
 
2007年RI国際大会 

ソルトレークシティー 
2007 年 6 月 17 日～20 日、

ソルトレークシティーで

開催予定の第98回RI国際

大会にぜひご参加くださ

い。ロータリー最大の年次大会で、世界からの家族、

友人、ロータリアンと楽しいひとときを過ごしましょ

う。今年度の国際大会には、世界平和シンポジウムな

どの新しい企画をはじめ、楽しく情報豊かなプログラ

ムが用意されているうえ、参加費用も妥当な大会とな

っています。 

 
 
 
 
 

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 


