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第 1519 回例会 20 年 3 月 3 日(月) 
海南商工会議所４Ｆ 12：30～ 

 

１．開会点鐘           
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69名 出席者数49名 出席免除会員1名 

  出席率 72.06％ 前回修正出席率 80.88％ 

 

５．会長スピーチ       会長 山名正一君 

今晩は。３月３日は「桃

の節句」です。インターネ

ットで節句について調べて

みました。節句という日は

年間５日節句あり、１月７

日、３月３日、５月５日、

７月７日、９月９日が、そ

の日に当たるそうです。節

句は女性のための日とも云

われています。昔の女性は

良く働き、又、夫や家族の世話に忙しく余り外に出る

機会も少なかったので、この日、女性たちは家を出て、

知人の家を訪ね食事しながら会話を楽しみ、又、野山

に出向き、お弁当を食べながら開放感を味わったとい

われます。雛人形の飾る位置は、関東では男雛は右側

で、女雛は左側と云われています。対面する会員から

ですと男雛は左側で、女雛は右側となります。何故か

といいますと、関東では男社会であり、女性は弱い者

とされていました。「私の右腕」というと「頼りにな

る人」「強い人」を指すように男雛を右側に飾るそう

です。関西では男雛は左側で、女雛は右側のようです。

関西人は昔から女性がしっかり者が多いので関東と

逆になっているようです。近年、雛人形は関東地方で

製作されているので、全国的に関東風の飾り付けが多

いとされています。山畑さん、普段は男性に虐められ

ているので、今日は大きな顔をしていて下さい。 

 今月は、識字率向上月間です。今日は月初めの夜間

例会で誕生祝い、結婚祝い等の行事があり、又、お酒

も出ていますので会員相互がコミュニケーョンを図

る親睦例会としたいので、識字率についてのスピーチ

は次週にさせていただきます。 

６．幹事報告 

○メーキャップ 
 和歌山北 RC    中村雅行君  2／25 
 海南西 RC     中村雅行君  2／28 
○例会臨時変更のお知らせ 
粉河 RC 

  3 月 26 日（水）→3 月 26 日（水）12：30～ 
岩出市商工会館 

（2 クラブ合同例会） 
和歌山北 RC 

  3 月 31 日（月）→3 月 31 日（月）12：00～ 
四季の郷公園 

（植樹及び清掃例会） 

○休会のお知らせ 

和歌山北 RC    3 月 17 日（月） 
 

７．委員会報告 

○社会奉仕委員会      委員長 山畑弥生君 

来週は献血例会です。この時期

は、とても血液が不足しています。

献血は、病気やけがなどで輸血を

必要としている患者さんの尊い

生命を救うため、16 歳から 69 歳

までの健康な方に献血のご協力

をお願いしています。会員の方は

もとより、ご家族、従業員の方に

もご協力をお願いします。 

○ロータリー財団委員会   委員長 深谷政男君 

 ロータリー財団の使命は、ポリオ・プラスや教育へ

の支援、貧困の救済を通じて、

世界理解、親善、平和を達成で

きるようにすることです。ロー

タリアンの自発的な寄付のみに

よって支えられています。ご協

力よろしくお願いします！ 

 

８．閉会点鐘 
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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  １６日 吉田君江様 
１０日 山野三保子様 １７日 金川けい子様 
１２日 平尾美代子様 ２１日 花田恵子様 
１３日 横出美穂様  ２３日 荻野真由美様 
～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 
１４日 中村文雄君  ２９日 土井元司君 
～一般ニコニコ～ 

新垣 勝君  おかげさまで米山の協力ありがとう

ございました。財団もよろしくお願い

します。 

花畑重靖君  文化協会副会長の山本さんから、頼ま

れた子供の安全の看板に対して補助

しました。 

土井元司君  久しぶりに出てきました。花粉の季節

が来ました。今年は遅れていますので

気をつけてください。 

上中嗣郎君  花粉つながりです。田村健治先生から

頂いた３種類の薬を飲み、めまいがし

ました。ゴルフで負けました。 

小椋孝一君  紀美野まちづくり推進委員会  

メロディロード１周年記念式典があ

ります。坂本 九の曲が道から聞けま

す。♪見上げてごらん♪来て下さい。 

田村健治君  上中さんに効かない薬を出したよう

ですが、実はよく効きすぎたのでは。 

       ゴルフで勝ってもらうために出しま

したのですが？ 

山名正一君  先週、社会保険庁官表彰を受けました。 

寺下 卓君  先週、マーキュリーの会、楽しかった

です。阪口さんはじめメンバーの皆様

ありがとうございました。 

西川富雄君  阪口さんにお世話になりました。 

吉田昌生君  作２日、神仏霊場の会が発足し、伊勢

神宮から比叡山までの新しい巡礼ル

ートの８番目の霊場に藤白神社が、選

ばれました。１、２日に県内外から３

００人もの参加があった紀伊万葉ウ

ォークでも話題になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリアンが韓国の新大統領に就任 
 一人のロータリアンが、韓

国政府の頂点に上り詰めま

した。第 3640 地区ソウルサ

ムチョンロータリークラブ

（ＲＣ）の李明博（イ・ミョ

ンバク）氏は昨年 12 月の選

挙で圧倒的な勝利を収め、第

17 代大統領に当選。2 月 25

日の就任式には、李東建

（リ・ドンコン）国際ロータ

リー（ＲＩ）会長エレクトも

出席しました。また、1月に韓国で約 700 人のロータ

リアンが出席して開かれた、新大統領当選を祝うイベ

ントで、李ＲＩ会長エレクトは李氏に「私たちは、奉

仕の理想を鼓吹し、これを育成するというロータリー

の綱領が国事を行う際の参考となるよう期待してい

ます」とのビデオメッセージを送りました。それに対

し、李氏は「私はソウルサムチョンＲＣとロータリー

の仲間のこれまでの活動をとても理解しています。ロ

ータリーの考えを反映できるよう努力します」と述べ

ました。 

オンラインでロータリーの写真を入手 

新しい国際ロータリー（ＲＩ）のウエブサイトでは、

ロータリーの記事に彩りを加える写真をダウンロー

ドして利用できるようになりました。「ロータリーの

画像・映像」は、ロータリアンならどなたでも利用で

きる写真の図書館です。ここにはＲＩが所蔵する質の

高い写真が 1,600 点以上もあり、ダウンロードしてク

ラブのウエブサイト、発行物、広報活動に活用できま

す。なお、写真は、Convention（国際大会）、Education 

（教育）、Environment （環境）、Health（保健）、 Hanger 

（飢餓）、Kids（子ども）など、テーマ別に分類され

ています。ＲＩホームページ 

http://www.rotary.org/ja/Pages/RIdefault.aspx 

の「メディアとニュース」から「マルチメディア」を

クリックし「ロータリーの画像・映像」から入手でき

ます。なお、これらの画像、映像はすべて著作物です。

使用する際には、各作品についている Copyright 部分

としてクレジットを入れてください。 

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


