
 
 
 
 
 
 
 

第 1489 回例会 19 年 6 月 4 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   「それでこそロータリー」 

４．出席報告  

会員総数71名 出席者数47名 出席免除会員1名 

  出席率 61.14％ 前回修正出席率 80.00％ 

 

５．副会長スピーチ      副会長 大川幹二 

本日は新垣会長が所用

のため欠席です。 
昨日はロータリーの野

球大会が甲子園球場でご

ざいまして、選手の皆様御

苦労さまでございました。

また、応援に行かれたメン

バーとご家族の方御苦労

さまでした。有難うございます。 

 

６．幹事報告 

○例会臨時変更のお知らせ 

 那智勝浦ＲＣ  

  6 月７日（木）→ 6 月７日（木）12:30～ 

     那智かまぼこセンター（職場見学のため） 

  6 月 28 日（木）→ 6 月 24 日（日）18:30～ 

       ホテルなぎさや（家族懇親会のため） 

 橋本紀ノ川ＲＣ 

  6 月５日（火）→ 6 月５日（火）19:00～ 

                 ごゆっくり 

  7 月３日（火）→ 7 月 1 日（日）17:30～ 

        橋本商工会議所８Ｆ（家族初例会） 

 打田ＲＣ 

  6 月 21 日（木）→ 6 月 21 日（木）19:00～ 

        ＪＡ紀の里ふるさとセンター 

○休会のお知らせ   

 橋本紀ノ川ＲＣ  ６月１９日（火） 

 打田ＲＣ     ６月２８日（木） 

 

 

 

７．委員会報告 

○国際奉仕委員会       委員長 林孝次郎 
 マンダウエイイーストＲＣのリトさんは無事に帰

国されました。寺下さんと花田さんが彼を招待するた

め大変努力されやっと実現しました。 
 
 
 
第２５回全国ロータリークラブ野球大会が甲子園

球場に於いて開催され、当クラブは６月３日（日）に

山口県の防府ロータリークラブと対戦しました。選

手・役員・応援のメンバーと家族が一丸となって健闘

しましたが、残念ながら敗れました。 
野球部の今後の活躍を期待したいと思います。 

 

 

 

                 前 夜 祭 

 

 

 

 

 

 

 甲子園球場 

  海南東 RC の攻撃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     「応援！ありがとうございました」 
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８．次回例会 

第 1490 回例会 平成 19 年 6 月 11 日（月） 

      於 海南商工会議所４Ｆ  12：30～ 

 

９．閉会点鐘 

 

 

 

 

      ６月のお祝い 
♪会員誕生日♪ 
 ３日  宇恵弘純君  ３０日  中西秀文君 
 １０日 角谷勝司君   
♪奥様・ご主人誕生日♪ 
 １０日 阪口節子様  ２２日 寺下十茂子様 
 １６日 西川智代様  ２３日 上野山衣利子様 
 １７日 上中由貴様  ２４日 田村純子様 
 
♪一般ニコニコ♪ 
 吉田昌生君  甲子園へ行きたかったのですが家

庭の事情で行けませんでした。私は

高校の教師を 35 年間しており、星

林高校に努めている時に春の選抜

で甲子園に出場し、１回戦で負けま

したが、夏の大会では副部長として

参加し３回戦まで行きました。 
 中西秀文君  昨日甲子園球場に行ってきました。

まさか甲子園で野球ができるとは

思っておりませんでした。改めて、

海南東ＲＣに入会して良かったと

思います。来年は予選を勝ち抜いて

出場を目指したいと思います。 
 田村能孝君  今回の８○会のゴルフコンペは９

日、１０日一泊で伊勢方面に行きま

す。１時出発ですので遅れないよう

にしてください。 
 口井健司君  甲子園に出場しました。当日、ライ

トフライをエラーしました。その後

にセンター前のヒットを打ちまし

て、ホームインし得点となりました。

有難うございました。 
 寺下 卓君  昨日はありがとうございました。応

援の方も有難うございました。私は

第１打席は三振、第２打席はサード

ゴロでヒットとなりました。４回か

ら小椋さんの後をリリーフし火を

消しに行ったのですが火に油を注

いでしましました。 
 小椋孝一君  昨日、甲子園に行ってまいりました。

応援有難うございました。マウンド

に上がった時は嬉しいやら、ドキド

キするやら足が震えるやらで舞い

上がってしましました。３回を５点

に抑え、後は寺下さんにリリーフを

頼みました。一生思い出に残る甲子

園出場でした。 
 谷脇良樹君  私も昨日甲子園に出場しました。ピ

ンチヒッターで出場し、レフト前ヒ

ット。その後センターの守備に入り

ました。素晴らしい球場で野球がで

き良い思い出になりました。 
 塚本義信君  海南市の市制の日に表彰していた

だきました。 
 山東剛一君  土曜日に地区の情報委員会に出席

してきました。 
 角谷勝司さんお祝い会発起人御一同   

角谷勝司氏海南商工会議所会頭の

祝賀会ご出席有難うございました。 
 深谷政男君  昨日、成川元ガバナー達と洲本の方

に行ってきました。花田さん、木地

さんお世話になりました。 
 宇恵弘純君  山口県防府ＲＣに甲子園の野球で

大敗しました。総監督として責任を

感じております。 
 岩井克次君  甲子園で皆さまにお世話になりま

した。野球部は一から出直したいと

思います。よろしくお願いします。 
 柳生亨男君  甲子園最高でした。皆様有難うござ

いました。 
 塩崎博司君  甲子園での野球観戦楽しかったで

す。皆様にお世話になりました。 
 田村能孝君  甲子園楽しませていただきました。 
 山畑弥生君  野球大会で負けてメチャ悔しい。是

非リベンジを。 
 大江久夫君  昨日、甲子園のグラウンドで試合さ

せていただきました。良い思い出に

なりました。 
 田村健治君  野球大会残念ながら応援に行けま

せんでした。 
 花田宗弘君  野球の応援に行けず失礼しました。 
 吉野 稔君  甲子園野球大会に参加していただ

いた選手の皆様、応援に来ていただ

いた会員・ご家族の皆様有難うござ

いました。 
 山田耕造君  甲子園の野球に出場された選手の

皆様、応援の皆様お疲れさまでした。 
 
ＲＩ国際大会での家族写真、大募集！ 
 
今月 17～20 日にソルトレークシティで行われる、Ｒ

Ｉ国際大会に家族と一緒に参加の予定のあなた！

『The Rotarian』では、国際大会での“ロータリー家

族”特集の予定を組んでいます。われこそは、とお思

いの方は、タイトルを “Family photo”として、

Rotarian@rotary.org あてにメールで送ってください。

国際大会参加人数、出発地、また、家族の中で、ロー

タリアンが複数いる場合はその旨もお書き添えくだ

さい。たくさんの応募をお待ちしています。 

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 


