
 
 
 
 
 
 
 

第 1481 回例会 19 年 4 月 2 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       「奉仕の理想」 
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。昨日のタン

ポポの会とのイチゴ狩りにご

参加の皆様お疲れ様でした。 
私の任期もあと残すところ３

ヵ月となり、例年ならホッと

する頃ですが、彰化東南ロー

タリークラブの訪問、２６４

０地区・地区大会、甲子園で

の野球大会、国際大会と予定

が詰まっております。 
今年のテーマは「率先しよう」です。それぞれの事

業に率先して参加戴きますよう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 
岩出ＲＣ  ４月５日（木）→ ４月５日（木） 

19:00～ 根来・徳助（花見例会） 
       ４月 26 日（木）→ ４月 26 日（木） 

早朝例会・大宮神社周辺予定 
有田南ＲＣ ４月 17 日（火）→ ４月 17（火） 

12:30～ 橘家 
       ４月 24 日（火）→ ４月 24 日（火） 

11:00～ 橘屋 
（創立３０周年記念例会・式典） 

○休会のお知らせ   
那智勝浦ＲＣ  ４月５日(木) 
岩出ＲＣ    ４月 19 日（木） 

 
７．委員会報告 
○社会奉仕委員会        中西秀文委員長 

  皆さん今晩は。

昨日、たんぽぽ

の会との交流会

は無事終了しま

した。たんぽぽ

の会のメンバー

を含め５７名が

参加していただ

きました。子供達はイチゴが大好きだということで

今年もイチゴ狩りを企画しました。子供達のお父さ

ん・お母さんも大変喜んでくれたと思います。 
  たんぽぽの会との交流

は今後も継続していきたい

のですが、場所を設定する

のがなかなか難しいので皆

さんにも考えていただきた

いと思います。当日参加し

ていただいたメンバーの方

ありがありがとうございま

した。 
○国際奉仕委員会        林孝次郎委員長 
  台湾の彰化東南ＲＣの方２６名が４月１２日１

０時にロイヤルパインズホテルに来られます。 
  ９時３０分頃に皆様にお集まりいただいて歓迎

の意を表したいと思います。お手伝いしていただく

方も今後お願いすると思いますのでよろしくお願

いいたします。 
○地区世界社会奉仕委員会     寺下 卓委員 
  ＷＣＳのインドネシア・バリ島海外視察が５月１

２日から１５日に実施いたします。 
  行かれる方は私までご連絡ください。今週末で締

め切らせて頂きます｡ 
○全国ロータリー野球大会 
  ロータリー野球大会は６月３日の第３試合（１１

時２０分から）山口県の防府ロータリーと対戦する

ことに決まりましたのでご報告いたします。 
 
８．次回例会 

第 1482 回例会 平成 19 年 4 月 9 日（月） 
      於 海南商工会議所４Ｆ  12：30～ 

 

９．閉会点鐘 
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    ４月のお祝い 

○会員誕生日 
１日 田中昌宏君   ２５日 田村能孝君 
３日 辻 秀輝君   ２６日 西川富雄君 
４日 林孝次郎君   ２７日 的場賢美君 

１５日 山名正一君 
○奥様・ご主人誕生日 
 １日 上南完子様   １４日 土井富子様 
 ３日 山田喜代美様  １５日 上田としゑ様 
 ４日 岡田英子様   ２３日 谷脇真知子様 
○結婚記念日 
 ５日 田中秀夫君   １９日 小久保好章君 
１０日 中尾享平君   １６日 山畑弥生君 
１０日 吉川博之君   １９日 宇恵宏純君 
１３日 中西秀文君   ２８日 岡田雅晶君 
１６日 桑添 剛君   ２９日 横出 廣君 
１６日 名手広之君 
○一般ニコニコ 
塩崎博司君  私にとって、神社会でとっても良いこ

とがありました。和歌山県の神社を統

括している和歌山県神社庁というの

がありますが、今まで法人格を持って

いなかったのです。法人格を持つため

には新しい庁舎をたてなければなら

ないのでが、本日、新庁舎の竣工式が

行われました。 
深谷政男君  先週の金曜日から角谷さん達と奄美

大島に行ってきました。角谷さんは私

より年長であるのに、朝早くから鰹を

釣りに行かれました。３０匹以上の鰹

を釣ってきて帰りに皆に１匹ずつお

みやげとしていただきました。彼のす

ごい馬力に圧倒されました。 
宮田敬之佑君 金・土・日と三日間連続で花見してき

ました。土曜日は１３人で花見をして

合計年齢は９７５才です。日曜日は紀

三井寺の桟敷を５人で借り切り、花見

を楽しんできました。 
前田洋三君  海南の飲食業組合も海南商工会議所

に事務所を置くことになりました。 
角谷勝司君  ３月２８日に海南商工会議所会頭に

選任されました。皆様方、今後ともご

指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いい

たします。 
楠部賢計君  たんぽぽの会、欠席して申し訳ありま

せん。亀池の桜祭りに参加して社会奉

仕してきました。 
山本敬作君  タンポポの会、欠席してすみませんで

した。 
花田宗弘君  昨日のタンポポの会、出席できず失礼

いたしました。 

上南雅延君  たんぽぽの会でお世話になりました｡ 
阪口洋一君  たんぽぽの会とのイチゴ狩りでお世

話になりました。 
木地義和君  岡田先生、孫が何時もお世話になりま

す。また、時間外ばかりで申し訳ござ

いません。 
深谷政男君  先日朝早くから木地さんを起こし、ケ

ンケンに行って来ました。 
岡田雅晶君  孫が高校に進学しました。   
吉野 稔君  たんぽぽの会ご苦労さまでした。上芝

さん差し入れ有難うございました。 
山田耕造君  土曜日、日曜日の二日間はチュウリッ

プ・桜・菜の花・イチゴ狩りを楽しみ

ました。 
 
 
 
 
 
 
ロータリアン・ビデオ・マガジン 

第 2 巻第 2 号発行 
 
今回のロータリアン・ビデオ・マガジン（ＲＶＭ）

では、アメリカ・インディアナのロータリークラブの

支援により、アメリカで心臓手術を受けることとなっ

たイラクの少女のことや、ロータリーのポリオ撲滅運

動に関して、全国予防接種日（ＮＩＤＳ）やポリオ患

者のリハビリの様子の様子をその歴史とともに紹介

しています。そのほか、ビル・ボイド国際ロータリー

（ＲＩ）会長と国連代表ジャン・イグランド氏との対

談を収録しています。日本語の字幕がついたＤＶＤも

ありますので、どうぞご利用ください。近日入荷予定

（2007 年 4 月以降）ですが、ご予約を受け付けてい

ます。1 枚 15 ドル。 
日本事務局資料室（電話：03-3903-3194 ＦＡＸ：

03-3903-3781）まで、お申し込みください。 
 

次年度のＲＩテーマロゴをご活用くだ

さい。 
2006－07 年度も残り 3 か月間を切り、各クラブと

も次年度の準備をお進めのこと

と思います。国際ロータリー（Ｒ

Ｉ）のホームページからは、次年

度 の Ｒ Ｉ テ ー マ 「 ROTARY 
SHARES／ロータリーは分かち

あいの心」のロゴをダウンロード

することができます。各クラブの週報などにご活用く

ださい。英語のロゴはＲＩのホームページの

「Downloads」から入り「2007-08 Materials」をク

リック。日本語のロゴはＲＩの日本語ホームページの

「ダウンロード」にあります。 
http://www.rotary.org/languages/japanese/newsroom/dow

nloadcenter/index.html 

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 


