
 
 
 
 
 
 
 

第 1493 回例会 19 年 7 月 2 日(月) 
 海南商工会議所   19：00～ 

 

１．開会点鐘          会長 山名正一 
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69名 出席者数50名 出席免除会員1名 

  出席率 73.53％ 前回修正出席率 82.35％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   上芝幹事    山名会長    上野山 S.A.A 

 

５．会長スピーチ         会長 山名正一 
 今晩は。先程点鐘を

しまして、いよいよ始

まったという気持ちと、

その責任の重さを痛感

しました。 

前期の新垣会長始め

理事役員の皆様、一年

間ご苦労様でした。 

2007～2008 年度にか

けて、海南東 RC 会長職

を努めさせていただき

ます山名でございます。 初めての会長挨拶というこ

とで、木地さんに先日からプレッシャーを掛けられて

非常に緊張しています。 

私のよう浅学非才な者が会長という重職を務まるか

どうか不安で一杯です。 

 しかしながら、お受けした以上は英知を結集して、

また理事役員・会員皆様のご協力を得て、海南東 RC

発展のため事業運営に当たる決意でございます。 

 会長として不行届きな点も多々あることと思いま

すが、そこはロータリアンの友情と寛容な心を以って

お許し願います。 

 本日、今年度の所信表明を発表すべきところですが、

月初めの例会で、会員

お誕生等の祝いの行

事があり、お酒を戴き

ながら親睦を図る大

切な日ですので次回

にさせていただきま

す。 

 どうか宜しくお願

い致します。 

             新旧会長バッチ交換 

 

６．幹事報告 

○例会臨時変更のお知らせ 
○メーキャップ 
和歌山 RC 花畑重靖君 6 月 26 日 

○休会のお知らせ 
 
７.地区委員委嘱状伝達 

寺下  卓  ＩＴ委員長・世界社会奉仕委員会委員 

谷脇 良樹  社会奉仕委員会委員 

中西 秀文  ローターアクト委員会委員 

花田 宗弘  財団研究グループ・交換等委員会委員 

 

８．ポケットコイン募金 

ＭＤＭＡ・麻薬・覚醒剤・大麻・シンナーの乱用を

なくそう。 

 

９．次回例会 

第 1494 回例会 平成１９年７月９日（月） 

12：30～ 海南商工会議所４F 

 

2007～2008 年度役員 
 
会   長 山名 正一  会長ノミニー 宮田 貞三 

副 会 長 花田 宗弘  職業奉仕委員長 吉田 昌生 

社会奉仕委員長 山畑 弥生  国際奉仕委員長 阪口 洋一 

親睦活動委員長 口井 健司  プログラム委員長 谷脇 良樹 
幹   事 上芝 良造  会   計 宮田 敬之佑 
Ｓ・Ａ・Ａ 上野山 雅也 
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○会員誕生日 

  ５日 田村健治君   １６日 田中丈士君 
  ５日 上田善計君   ２３日 田中秀夫君 
 １０日 宮田敬之佑君  ３１日 井本充彦君 
○奥様誕生日 

  ４日 角谷元子様   １８日 塚本多賀子様 
 １８日 小久保マユミ様 ２１日 嶌村和子様 
○結婚記念日 

１１日 山田耕造君  

○一般ニコニコ 

花田宗弘君  先月、国際大会に出席してきました。

ソルトレイクはユタ州のモルモン教

の本山のあるところで山の美しい所

でした。モルモン教の朝の礼拝に参列

して来ました。次の日地元のクラブの

歓迎セレモニーで 20 名ばかりが高台

にある立派な家庭に招待され、楽しく

過ごしました。 

林 孝次郎君  ソルトレイクからデンバーまで1600km

車で走り、途中で 3000ｍ、4350ｍの

高山でキャンプを張りました。アリゾ

ナの砂漠で、気温 45℃でしたが、湿

度が20％でさっぱりした気分でした。

花田さんのお友達の所で３日間遊ば

せてもらいました。花田さんのお陰で

楽しませてもらいました。 

平尾寧章君  世界大会への参加された花田さん、林

さん。有難うございました。私は、出

席出来なくて申し訳ありませんでし

た。 

       山名さん、会長期待しています。先週

最終例会欠席しましてこれも申し訳

ありません。実は 2009～2010 年のガ

バナーノミニーの指名委員長を受け

ていまして忙しく、やっと田辺ＲＣに

お願いして決めてまいりました。肩の

荷がおりました。 

寺下 卓君  今日からホームページ入れかえてい

ます。又、週報もデザイン新しくしま

した。御期待下さい。 

宮田貞三君  昨日えびす会で久しぶりに船を出し

たのですが、行きはヨイヨイ帰りは怖

いで、帰りにエンジンルームから煙が

出てるぞ、変な音がしてるぞ、との騒

ぎでエンジンルームを開けてみると、

200PH エンジンが 2 台とも水浸しで、

とんだ「えびす会」でした。 

的場賢美君  塩崎さんお世話になりました。 

山名正一君  １年間よろしくお願い致します。 

上芝良造君    〃 

上野山雅也君   〃 

前田洋三君  山名さん、上芝さん、上野山さん 1年

間ご苦労様です。 

大川幹二君    〃 

塩崎博司君  新年次の会長さん理事役員の皆様よ

ろしくお願いします。 

       的場様、息子さんに危険な作業をして

いただき、有難うございました。 

岩井克次君  上野山ＳＡＡがんばって下さい。 

吉野 稔君  山名会長、上芝幹事、上野山ＳＡＡ、

１年間御苦労様です。 

西川富雄君  新役員さん、１年間頑張って下さい。 

       １年位すぐ経ちます。 

上中嗣郎君  えびす会皆様有難う。 

       山名さん頑張って下さい。 

山田耕造君  新役員のみなさん、１年間よろしくお

願いします。 

新垣 勝君  山名丸の船出を祝って。 

岸 友子君  新会長、幹事、ＳＡＡさん１年間頑張

って下さい。 

田村能孝君  役員さん１年間ご苦労さんです。 

大沢祥宏君  新役員さんご苦労さんです。 

谷脇良樹君  山名会長、上芝幹事様頑張って下さい。 

楠部賢計君  山名内閣のスタートをお祝いし、エー

ルを贈ります。 

       フレーフレー！山名さん！ 

山畑弥生君  山名会長、上芝幹事、上野山ＳＡＡ、

一年間頑張って下さい。 

 

 

 

 

 

 

水の問題のために率先しよう 
 水の問題について人々を喚起することができるで

しょうか？アメリカ・カリフォルニア州ペアルマ・サ

ンライズＲＣで考えられました。ロータリーの歯車と

「Lead the Way」というラベルのペットボトルの水を

配るのです。そこにはまた、「清潔な水。私たちは当

たり前だと思っています。しかし恵まれていない人も

します。国連によると、世界の 12 億人もの人々が、

安全な水を入手するアクセスもっていません。国際ロ

ータリーは、支援活動を行っています。ロータリーク

ラブは世界中で数多くの水プロジェクトを実施し、何

百万人もの人々に水を提供してきました。ロータリー

への支援をよろしくお願いします」とのメッセージも

ついています。 

 ソルトレイクシティーで開

催されたＲＩ国際大会でも、

その水のペットボトルが配布

されたところ、ロータリアン

から大きな反響があり、自分

たちのクラブでも同様のプロ

ジェクトをしたいというクラブが続出しました。 

会報・ＩＴ委員会 委員長 塩崎 博司 副委員長 大谷 徹 小椋 孝一 上田 善計 寺下  卓 山田 耕造  的場 賢美


