
 
 
 
 
 
 
 

第 1524 回例会 20 年 4 月 7 日(月) 
海南商工会議所４Ｆ 18：30～ 

             （夜 間 例 会） 

１．開会点鐘           
２．ロータリーソング  「奉仕の理想」 
３．出席報告  

会員総数69名 出席者数40名 出席免除会員1名 

  出席率 58.82％ 前回修正出席率 77.94％ 

 

４．会長スピーチ       会長 山名正一君 

 天候の悪い中、御出席

いただきご苦労様です。 
 ＲＩでは毎年４月を雑

誌月間と定められていま

す。英語版では「THE 
ROTARIAN」又は日本で

は公式地域雑誌「ロータ

リーの友」の購読を奨め、

期間中は雑誌に関するプ

ログラムを実施すること

を奨励しています。 
 目的としては、ＲＩの特別プログラム、地区やクラ

ブのプログラム、４大奉仕活動の実例等、ロータリー

知識と国際友好に寄与することとなっています。ロー

タリアンは「ロータリーの友」等から豊富な情報を得

て、自分自身を磨き、また世界の貧しい人々が、どの

ような効果的な奉仕を求めているのか？  クラブと

して、地域として今どのような行動を起こすべきかを

調査し、自分自身ロータリアンとして「為すべきこと

は何か」を自問自答しながらロータリー人生を楽しん

でいただきたいと思います。 
 今週の１２日・１３日は２００７～２００８年度の

地区大会です。また、ＧＳＥも訪問されます。ホーム

ステイでお世話していただく辻秀輝さん・山畑さんお

世話になりますが宜しくお願いします。 
 

５．幹事報告 

○メーキャップ 

中村雅行君  4 月 3 日 和歌山東 RC 
○例会臨時変更のお知らせ 
新宮 RC   4 月 9 日（水）→4月 9日（水） 

18：30～ 丹鶴城公園（家族花見例会） 

橋本紀ノ川 RC 

  4 月 15 日（火）→4 月 13 日（日） 
和歌山県民文化会館（地区大会） 

海南 RC  4 月 16 日（水）→4月 14 日（月） 

12：30～ マリーナシティ・ヨットクラブ 

（海南 3 クラブ合同 GSE 歓迎例会） 
那智勝浦 RC  4 月 17 日（木）→4月 12 日（土） 

18：00～ 葵茶寮（和歌山市谷町） 

和歌山東南 RC  5 月 7 日（水）→5月 9日（金） 

18：30～ ダイワロイネットホテルレストラン 

  「サンクシェール」（和歌山中、和歌山東南 RC 合同例会） 
○休会のお知らせ 
 有田 2000RC 4 月 9 日（水） 
 粉河 RC 4 月 16 日（水） 
 有田 RC 4 月 17 日（木） 
 橋本紀ノ川 RC 4 月 29 日（火） 
 和歌山東南 RC 4 月 30 日（水） 
 
６．委員会報告 
○地区大会の参加について 次年度幹事 山田耕造君 

4 月 13 日の地区大会は、海南商工会議所 9：00 出

発です。遅れないようにお願いします。 
 
 
 
 
 
○ＧＳＥ受け入れ  地区ＧＳＥ委員 花田宗弘君 
 地区大会翌日の 4 月 14 日、和歌山マリーナシテ

ィ・ヨットクラブでの海南３クラブ合同例会（GSE
歓迎）から、海南の担当で英国・ウエールズからのＧ

ＳＥメンバーをお世話することになります。海南の地

場産業、企業の見学や観光地へ案内いたします。また、

ホームスティで辻さん、山畑さんにお世話になるほか、

林さんのお宅でガーデンパーティーを計画しており

ます。皆さんのご協力よろしくお願いします。 
 
７．地区大会記念ゴルフの表彰 

シニア・レディースの部 優勝 谷口 誠也君 
一般の部    3 位 桑添  剛君 
一般の部    飛賞 上中 嗣郎君 
一般の部    飛賞 宇恵 弘純君 
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８．閉会点鐘 

 

次回例会 

第 1525 回例会 平成 20 年 4 月 14 日（月） 

12：30～ 和歌山マリーナシティ・ヨットクラブ 
海南３クラブ合同例会（GSE 歓迎） 
 

 

 

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 

谷口誠也君  地区大会ゴルフは、スタートホールで

大たたきしましたが、ラッキーバーデ

ィもあり、なんとか立ち直り、優勝で

きました。 

桑添 剛君  地区大会ゴルフ、メンバーに恵まれ、

3位になりました。 

上中嗣郎君  最近、ゴルフは負けてばかりです。 

宇恵弘純君  地区大会ゴルフは、桑添さんにこと

ごとく迷惑をかけられましたが、上

中さん、有難う。 
山名正一君  雨の中、例会出席ご苦労さまです。 

新垣 勝君  ソプラノ歌手や高校野球選手など、最

近、新垣と言う名前がよく出ています。

「あらがき」と読む場合もありますが、

同じ性の方がいて、ほっとしています。 

寺下 卓君  昨日、ソフトボールの試合があり、体

はボロボロですが、今シーズンまだ、

負け無しなので、引き続き、頑張りた

いと思います。 

桑添 剛君  4月 1日にＦＭ和歌山が開局いたしま

した。理事長は私の従兄弟です。記念

パーティーに小椋さん、寺下さんに出

席してもらいました。スポンサーも募

集しています。よろしくお願いします。 

名手広之君  結婚記念日のお祝いをいただきまし

たが、二ヶ月先に？するかも。 

宮田敬之佑君 3 月 30 日に同窓会を開きました。卒

業後 60 年経ちますが、70 人の参加が

ありました。男性は少なくなりました

が、女性は頑張っています。例会場ま

で奥さんに送ってきてもらった木地

さんお願いします。 

木地義和君  私は夜間例会には、いつも家内に送っ

てもらっています。魚釣りの方は、石

鯛を 5匹釣りましたが、代わりに海に

碇を取られました。 

塩崎博司君  私も船を持っていますが、年々、釣り

に行く回数が減っています。そろそろ

手放そうと思いましたが、やはり、愛

着があります。 

奥村匡敏君  塩崎さんと目が合ってしまいました。

久しぶりに皆さんの前でしゃべらせ

てもらいました。 

花畑重靖君  木の芽会の会長をしていますが、先日、

伊太祁曽神社で植樹、餅投げ等の行事

を行いました。 

山田耕造君  桜の写真を撮りに亀池公園に行きま

した。天気も良く、とても綺麗でした。

その中で、中村文雄さんに会いました。 

中村文雄君  亀井池公園に花見にいったところ、沢

山の女性ファンから声をかけられ、大

変でした。多くのサインも求められ、

困っちゃいました。 

宮田貞三君  ゑびす会の釣り大会は、5月に延期い

たしました。よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

親を失ったケニアの子どもに 

手を差し伸べる 

昨年 12 月、ケニアでは大統領選の結果をめぐり暴

動が発生。その犠牲となり、親を失った子どもたちの

ため、首都ナイロビのロータリークラブとともにスウ

ェーデンとアメリカのクラブからも支援プロジェク

トが行われています。ケニア・ナクル市にある親のな

い子どもたちのための施設に保護された子どもの数

は、昨年 12 月以降 3 倍に達し、スウェーデンのスト

ックホルム・インターナショナルＲＣでは、この施設

に 5,500 ドル以上を寄付しました。また、アメリカ・

オハイオ州のデイトンＲＣとナイロビのマサイガＲ

Ｃは、ナクル市から 100 マイル以内のマザレ地区にあ

るエイズり患者の施設で、親のない子どもたちのため

に活動しています。この施設には、第 6670 地区（ア

メリカ・オハイオ州）のクラブからマッチング・グラ

ントによる事業として2万5,000ドルの支援が行われ

ています。 

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


