
 
 
 
 
 
 
 

第 1537 回例会 20 年 7月 14 日(月) 
創立記念例会 19：00～ 於：海南商工会議所 

 

１．開会点鐘       
２．ロータリーソング      「四つのテスト」 

３．出席報告  

会員総数68名 出席者数45名 出席免除会員1名 

  出席率 67.16％ 前回修正出席率 67.16％ 

 

４．会長スピーチ      会長 宮田貞三君 

皆様、今晩は。７月１３日 

和泉市「うお健ビル」でクラ

ブ会長会議出席してきました。

パストガバナーの平尾さん、

ガバナー補佐の山名さんご苦

労様でした。１９７５年７月

１４日、今から３４年前、ガ

バナー特別代表玉置勇様の挨

拶で創立総会が始まりました。「ここに海南東ＲＣの

創立総会を開催する運びと相成りました事は、私達こ

の上ない喜びとする所で御座います。 

新クラブの皆様の平均年齢は４３才６ヶ月、若く、

又事業意欲に燃えまして、健康であり、新しい感覚と

奉仕の精神を身につけ頼もしいかぎりです。」と玉置

様の挨拶は、新クラブのメンバーの方々を見事に表現

されていました。エネルギッシュな人、笑顔を絶やさ

ない人、話題の豊富な人、夢を持った人達の素晴らし

い２５名の仲間が旅立ちました。当時の皆様方の凛凛

しいお顔が目に浮びます。そして３４年目を迎えた今

日、私達のクラブは期待どおり発展をとげて６８名の

素晴しい仲間のクラブとなりました。この伝統と歴史

を引き続けて行くのが私達の役目です。 

海南東ＲＣを創立し、素晴しい仲間に出合えた喜び、

動き始めたロータリーの輪への思い、情熱にあふれ素

晴しい仲間と夢を乗せて、海南東ＲＣは出航しました。

出航までに大変な御苦労もあったと思います。それを

乗り越え、創立した海南東ＲＣへの熱き思いと夢をお

話しいただき明日からのロータリー活動に生かして

行きたいと思っています。そして益々ロータリーを好

きになっていただき、例会の出席率の向上にもつなげ

て行きたいと思っています。 

昔から“初心忘れるべからず”とよく使われる言葉

ですが、初心とは、やり始めた時の新鮮な気持ちをい

つまでも忘れないようにとの意味で使われます。創立

当時の熱き思いを礎にして、その上に夢を形にしてほ

しいと思います。“初心忘れるべからず”“その後に

“時々の初心忘れるべからず”と続きます。時々とは、

時間の時、時々と書きます。 

変化が激しい今の時代に、ロータリーも時代ととも

に変化して行きます。根本的なロータリーの綱領等は

変わりありませんが、職業分類の件、女性会員入会の

件、ＣＬＰの導入等枝葉はロータリーも時代と伴に変

わって行きます。会員も年を重ねて行きます。入会し

て間もないこれからロータリーを担う人、今ロータリ

ーを担っている人、今日３４年目を迎えてロータリー

を但っている人も、今日と言う日は誰でも初めて迎え

ます。皆様の熱い思いを“時々の初心”にしてロータ

リーの夢を形にして下さい。 

プログラム委員長の中西さんは、今回の様に５分間

スピーチを数多く計画しています。出来るだけ沢山の

会員の方々に卓話してほしいとの意向です。卓話のお

願いのＦＡＸが届きましたらよろしくお願い申し上

げます。 

今年事務局の橋本さんがきんぞく３０年になりま

す。長年、濃やかな気配りで私達のクラブを支えて下

さっています。感謝すると伴に、記念品をクラブより

贈りたいと思います。有難うございました。 

 

５．幹事報告 

○メイクアップ 

 7 月 4 日  御坊ＲＣ   山名 正一君 

 7 月 9 日  御坊東ＲＣ  山名 正一君 

○例会臨時変更のお知らせ 

  那智勝浦ＲＣ  7月24日(木)  7月27日(日) 

  午前 6時～ 家族親睦ホエールウォッチング 

 

６．2007-2008 年度 ガバナー表彰 

○社会奉仕委員会   

      委員長 山畑弥生君 

 

７．今年度地区役員委嘱状の伝達  

○新世代部門カウンセラー   平尾 寧章君 

○危機管理委員長       平尾 寧章君 

○ガバナー補佐        山名 正一君 

No.1537

国際ロータリー会長 李東建 

第 2640 地区ガバナー勝野 露観 
R I  D i s t r i c t  2 6 4 0  J a p a n 

2008-2009 年度 RI テーマ 
「夢をかたちに」 

四つのテスト 言行はこれにてらしてから 
①真実かどうか  ③好意と友情を深められるか 
②みんなに公平か ④みんなのためになるかどうか 

事務所 〒642-0002 海南市日方 1294(海南商工会議所内) 
電話(073)483-0801  FAX(073)483-2266 

会長：宮田 貞三  幹事：山田 耕造  ＳＡＡ：阪口 洋一 



○ＩＴ委員会アドバイザー   寺下  卓君 

○世界社会奉仕委員      寺下  卓君 

○ローターアクト委員長    中西 秀文君 

○ローターアクト委員     山畑 弥生君 

○社会奉仕委員長       谷脇 良樹君 

○社会奉仕委員        阪口 洋一君 

○財団研究グループ交換等委員 花田 宗弘君 

 

８．委員会報告 

○社会奉仕委員会    委員長 中村 文雄君 

岩手・宮城内陸地震の

ロータリー義捐金を地

区経由で現地ロータリ

ークラブに送ります。な

お、クラブから出させて

いただきます。  

 

９．会員卓話    

「ロータリー入会の思い出」 チャーターメンバー 

○角谷 勝司君 

クラブの創立は 25 人のチャーターメンバーでスタ

ートし、私は J.C を卒業と同時に入会を進められまし

た。当時は、J.C の仲間が多く困難は無かったように

思います。私は最初に職業奉仕委員長を任命され、翌

年は国際奉仕委員長を任されました。その後は国際奉

仕委員会で韓国ソウルの江東 RC と姉妹結縁をし、交

流を深めました。当時は今と違って相互訪問の手続き

に苦労したが、有意義であったと思います。 

○楠部 賢計君 

創立総会の準備中にロータリーを辞める相談をし

ていました。ところが初代の会員増強委員長に任命さ

れてしました。その後、雑誌広報委員長の時に勉強し

スピーチの内容を褒められました。いろいろありまし

たが、辞めずに続けられよかったと思います。  

○奥村 匡敏君 

 初代会長の前窪さんと吉田さんが訪ねてこられ、入

会を勧められました。確か 25 人中の 24、5 番目だっ

たと思います。はじめに出席した例会では、昼食を食

べていたので、再度昼食が出て困りました。 

○嶌村 佳郎君 

楠部さん同様に入会当時から辞めることを考えて

いました。それが 33 年も続いています。私はチャー

ターメンバーの中で最年少でしたが、今は平均年齢を

上回っています。チャーターメンバーの物故会員の皆

さんを懐かしく思い出します。 

○上南 雅延君 

チャーターメンバーの中で、ただ一人、外様で J.C

から入会しました。今では 25 目のチャーターメンバ

ーで残っているのは 7名です。当時は郵便局を開局し

た時でお客様をつくるために必死でした。自治会、PTA、

J.C、ロータリー、公民館、保護司などを通じ奉仕と

親睦をさせていただきました。仕事を引退した後でも

ロータリーの皆さんとは生涯のお付き合いです。健康

で出席できることに感謝しています。ロータリーの友

人は私の宝物です。 

○宮田 敬之佑君 

 我がクラブは、海南 RC の 20 周年記念の拡大事業と

して誕生しました。創立時はメンバー集めに苦労しま

した。しかし、25 名が入会し、認証状伝達式では和

歌山西 RC と合同で全国から 450 人が集まり、チャー

ターナイトを開催することができました。また、韓国

ソウルの江東 RC と姉妹クラブの締結、多くの想い出

があります。今日もロータリーを続けていけることに

感謝しています。 

 

10．閉会点鐘 

 

次回例会 

第 153８回例会 平成 20 年７月 28 日(月) 
 12：30～ 海南商工会議所 ４Ｆ 

 決算報告・予算案審議  １００％出席表彰 
 

2008-2009 年度 海南東ＲＣホームページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 山畑 弥生君   社会奉仕委員会の活動で表彰さ

れました。皆さんのご協力の賜

物です。有難うございました。 

 辻  秀輝君   久しぶりに夜間例会に出席しま

した。 

 小椋 孝一君   欠席してすみません。 

 吉田 昌生君   11 日に魚谷先生に大変おせわ

になりました。おかげさまで夏

祭りも盛大に催行できました。

有難うございました。 

 宮田貞 三君   クラブ会長会議に出席してきま

した。皆さん、創立記念例会の

卓話よろしくお願いします。 

 阪口 洋一君   創立記念例会の卓話よろしくお

願いします。 

 山田 耕造君   創立記念例会の卓話よろしくお

願いします。ご苦労様です。 

会報・ＩＴ委員会   委員長 西川 富雄  副委員長 吉野 稔  委員 山東 剛一、田村 能孝、吉田 昌生 山畑 弥生


