
 
 
 
 
 
 
 

第 1497 回例会 19 年 8 月 6 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      「我等の生業」 
４．ローターアクト 

海南・海南西ローターアクト 向井 新 様 
５．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 86.76％ 

 

６．会長スピーチ         会長 山名正一 
 今晩は。今日は大変な猛暑さ

で、昼間歩くと肌が針で刺され

たような暑さでした。皆様、体

調の方は如何でしょうか。 

本日、海南・海南東ローターア

クトクラブ幹事の向井さんが

お見えです。研修旅行でグアム

に行かれるということで、後程

ご挨拶があます。 

 今月は、会員増強および拡大月間です。 

先日来 I・D・Mにおいて会員増強について有意義な

話し合いをしていただいています。 

ご苦労様です。 

 ロータリーの友８月号に会員数に関してのデータ

が掲載されています。 

いつ現在のデータか判りませんが、世界で３万２６

８１クラブ、１２０万４,６９４人の会員数です。残

念ながら日本では会員数が減少しているようです。日

本での一クラブ平均会員数は４３人。その内、女性会

員の割合は３．６８％だそうです。 我クラブは女性

会員３名いますので４．３４％で平均を上回っていま

す。 

 ８月４日、会員増強委員長の岩井さんがクラブ委員

長会議に出席いただきましたので、機会があれば詳し

く報告していただきます。 

 今月の２７日（月）はクラブ協議会となっています。

全員出席お願いいたします。 

 今日は夜間例会でお酒も出ますので、大いに親睦を

図ると共に魅力あるロータリーについて語り合って

下さい。 

７．幹事報告 

○例会臨時変更のお知らせ 
 和歌山中 RC 
  8 月 24 日（金）→8 月 25 日（土）～２６日（日） 

大津・京都方面（納涼家族会） 
○休会のお知らせ 
 有田南 RC  8 月 14 日（火） 
 田辺東 RC  8 月 15 日（水） 
 那智勝浦 RC  8 月 16 日（木） 
 和歌山中 RC  8 月 17 日（金） 
 
８．委員会報告 
○イーストクラブ・ゴルフコンペのお知らせ 

                谷脇良樹君 
 平成 19 年９月 24 日に国木原カントリークラブで、

イーストクラブのゴルフコンペが開催されます。皆さ

ん、是非、ご参加下さい。 
○米山記念奨学会委員会           新垣 勝委員長 
 米山記念奨学会の寄付について、例年とおり、100
円をよろしくお願いします。詳しくは、ロータリーの

友をご覧下さい。 
 
９．ゲスト卓話 
海南・海南東ローターアク

トクラブの向井です。いつも

お世話になりありがとうご

ざいます。今年も海外研修が

近づいてきました。 

グアムへ９月６日から３

名行かせていただきます。 

９月９日の全国ローター

アクトの日は、グアムで迎え

ることになります。現地のロ

ータリアンやアクターとの交流会Japan Nightを楽し

みにしています。 

昨年度は香港へ行かせていただきました。海南・海

南東から４名参加させていただき、交流会や観光を通

じて、香港アクターと仲良くなりました。 

そして今年の３月には、香港アクトから８名が来日

してくれました。 

大阪で再開することができ、とても有意義な時間を
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過ごすことができました。今もメールのやりとりは続

いています。 

世界中に広がるロータリーの輪というのは偉大な

力をもっていると思います。海外でロータリーのみな

さんと交流することはとてもよい刺激になります。 

そして、日本を外から見ることで、今まで気付かな

かった日本の良いところを発見したり、再確認する機

会を与えられるような気がします。今回のグアム研修

が有意義で交流のわが広がるよう努めたいと思いま

す。無事に帰国報告ができますよう安全に留意して行

ってまいります。 

 

９．次回例会 

第１４９８回例会 平成１９年８月２０日（月） 

12：30～ 海南商工会議所４F 

 

11．閉会点鐘 

 
 
 
 

 
○会員誕生日 

  ５日 上野山雅也君  ２２日 吉野 稔君 
 １１日 宮田貞三君   ２３日 上中嗣郎君 
 １７日 向井久佳君   ３１日 口井健司君 
 ２１日 吉川博之君    
○奥様誕生日 

  １日 井本加栄子様  ２０日 前田夏乃様 
  ９日 桑添養子様   ２７日 中村友紀様 
 

○一般ニコニコ 

塩崎博司君  何年も使わなかったエンジン発電機

見事修理していただき大変助かりま

した。 

山田耕造君  ２週間続けて月曜日遠出し、例会を休

みました。先々週は、黒部立山アルペ

ンルートに花を見に行きましたが雨

と霧ばかりでしたけど、１日だけ晴れ

ました。夜は手を伸ばせばつかめそう

な星空でした。 

新垣 勝君  昨日は関空で、よさこい祭りがあり娘

と、孫の踊りを見に行きました。 

山名正一君  向井さん、ようこそお越し下さいまし

た。グアム研修楽しんで来て下さい。 

上南雅延君  本日墓石建立供養を行いました。 

岩井克次君  増強委員長会議行ってきました。 

小椋孝一君  本日は皆様にご協力とお願いがあり

ます。紀美野町真国の不動中学が廃校

になり、そこに大阪からビザ創造芸術

学校が来ています。そこに山上という

先生が題目「ゼロからの風」というタ

イトルで、文部省、国土交通省、和歌

山県、和歌山市、海南市、の推薦で、

出演はキャンディーズの田中裕子で

８月１８日より県文小ホールで上映

されます。内容は子供が大学に進学さ

れた直後交通事故に遭い、亡くなった

という話ですが、相手が飲酒運転で、

無免許運転であった悲しい話で、田中

裕子が大学を卒業後子供のために勉

強して弁護士になったという内容で

す。是非、ロータリーの会員の方々の

ご協力をお願いします。 

土井元司君  半年ほど休みましたが今日から出席

しますのでよろしく。 

深谷政男君  昨日、新しい船を買って初めてイサキ

が入れ食いでたくさん釣れましたが、

あまり多く釣れて家内にしかられま

した。 

木地義和君  昨日深谷さんのお世話で忙しく釣果

は０でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 月号から毎月テーマを決めて、入会 3年未満の新

会員の皆さまのご意見をうかがう「新樹の声」欄を新

設しました。 

 

11 月号は「ロータリーで世代を超えて芽生えた友

情」というテーマです。普段の生活では年齢の違う人

と出会い、友情をはぐくむことは、なかなか難しいこ

とと思います。しかし、ロータリーでは幅広い年齢層

の会員が共に例会に出席し、共に活動し、その中から

年齢を超えた友情が芽生え、そしてはぐくむ機会も多

いと思います。皆さま方が経験された世代の違った会

員との友情について、そのご感想も含めてご紹介くだ

さい。 

ご投稿お待ちしています。要領は下記の通りです。 

 

1.  テーマ ロータリーで世代を超えて芽生えた友

情 

2.  字 数 500 字以内 

3.  写 真 原稿中の相手の方とご一緒に撮られた

写真 

4.  締切日 2007 年 8 月 30 日 

5.  掲載号 『ロータリーの友』11 月号か 12 月号 

 

メールでお送りくださる場合は、タイトルに「新会員

の声原稿」とお書きいただき、 

hensyu@rotary-no-tomo.jp へお送りください。 

 

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


