
 
 
 
 
 
 
 

第1554回例会20年12月22日(月) 
18：30～ 海南商工会議所４Ｆ 

[ 忘 年 例 会 ]  

１．開会点鐘       

２．ロータリーソング   「それでこそロータリー」 

３．ゲスト紹介 

新入会員予定者  三木 正博様 
辻   亮様 

財団国際親善奨学生  ニルダ様 
 

４．出席報告  

会員総数67名 出席者数45名 出席免除会員1名 

  出席率 68.18％ 前回修正出席率 80.30％ 

 

５．会長スピーチ      会長 宮田貞三君 

皆様今晩は。ゲストの

辻 亮さん、三木正博さ

ん、財団奨学生のニルダ

さん、ようこそお越し下

さいました。 
辻さん、三木さんは 21

年 1 月 1 日より私達クラ

ブに入会されることにな

っています。心より歓迎

いたします。本日、会長

ゲストとしてお招きいた

しました。後程、推薦者の山野さん、名手さんよりご

紹介いただきます。 
海南東 RC の会員は、皆さん思いやりのある方ばか

りです。家庭的な素晴らしいクラブです。すでにお知

り合いの方も多いかと思います。大いにロータリーを

楽しんで下さい。 
12 月 16 日、社会奉仕委員会の中村文雄さん、山野

さん、深谷さんと老人ホーム白寿荘に慰問に行ってき

ました。詳細は委員長から報告があると思います。そ

の折、深谷さんからマッサージ機 5 台寄付していただ

きました。 

花田さん 12 月 21 日、青少年交換オリエンテーシ

ョンに出席ご苦労様でした。 
今日は、今年最後の例会です。7 月から始まった前

半の 6 ヶ月はアッという間に過ぎてしまいました。皆

様のご協力のおかげで前半の事業も無事終えること

が出来ました。有難うございました。しかし、後半の

6 ヶ月が残っています。引き続き御支援よろしくお願

い申し上げます。 
先般、理事会で 1 ヶ月が早いとの話が出ましたが、

私は卓話が気にかかり、毎週月曜日に追いかけられて

いる感じです。ゆっくりくつろぎの時間が持てるよう

に“時間よ止まれ”と叫びたくなります。会長になる

前の皆様のアドバイス“会長スピーチは短くていい

よ”と言ってくれた事がわかってきました。肩の力を

抜いて気軽に時間を気にせずしゃべればとの思いや

りから出た言葉だと思います。スポーツでもそうです

が、肩に力が入りすぎると良い結果が出にくいと言わ

れています。その辺勉強して後半務めさせていただき

ます。 
今夜は忘年例会となっています。後程 SA より皆様

一人一人にマイクを回させていただきます。今年皆様

の心に残った事、感動した事、そして来年の抱負等、

一言お話頂きたくお願い申し上げます。 
海南市に素晴らしいプレゼントが届きました。東南

海地震、津波対策の防波堤の予算がつきました。世界

で初めての可動式堤防です。海南市・商工会議所・自

治会で、この暑い夏何度も陳情に行ってくれたおかげ

です。角谷さん大変御苦労様でした。 
どうぞ皆様良いお年をお迎え下さいませ。インフル

エンザが流行っています。お気をつけて下さい。1 月

8 日、新年夫婦例会 元気にお会いしましょう。 
 

６．幹事報告         幹事 山田耕造君 

○メーキャップ 
 和歌山 RC   花畑重靖君 12／16（火） 
 和歌山北 RC  中村雅行君 12／22（月） 
○例会臨時変更のお知らせ 
 有田 2000RC 
  1 月 7 日（水）→1 月 7 日（水）19：15～ 

 吉備インターゴルフセンター（例会場） 
新年例会 

○１月ロータリーレートのお知らせ 
１＄＝８８円 
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７．名誉会員の承認 

 当クラブのチャーターメン

バーである岡田雅晶君を名誉

会員に承認いたしました。 

岡田君から健康上の理由で

退会のあいさつがありました。 

宮田会長から名誉会員の推

薦提案があり、全員賛成で承

認いたしました。 

 岡田さんは「創立以来、皆

さんに大変お世話になりまし

た。多くの思い出と楽しい時間を過ごさせていただき

ました。皆さんの友情に感謝します」 

 

８．新会員予定者の紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

辻 亮 様      三木正博 様 

 

９．閉会点鐘 

 

 

 

 

宮田貞三君  辻 亮様、三木正博様、ようこそお

越しいただきました。 

山田耕造君   〃 

阪口洋一君   〃 

中村雅行君  岡田会長の下でＳＡＡつとめさせて

頂きました。 

奥村匡敏君  辻さん、三木さん入会おめでとうご

ざいます。 

山名正一君  宮田年度も後僅かで折り返し点にな

ります。理事、役員の皆様ご苦労さ

まです。 

吉野 稔君  辻 亮さん、入会歓迎します！ 

塩崎博司君  辻 亮さん、入会おめでとう。 

岡田雅晶君  長い間お世話になり有難うございま

した。 

中村文雄君  辻さん入会おめでとうございます。

末長くよろしく。 

宮田貞三君  深谷さん、白寿花へマッサージ機５

台、ご寄付いただきありがとうござ

いました。花田さん、クリスマスパ

ーティお世話になりました。 

 

出席者全員  「今年一年を振り返って」 

 

次回例会 

第 1555 回例会 平成 21 年 1 月 8 日(月) 
18：30～ ロイヤルパインズホテル 

[ 新年夫婦例会 ] 
 
 
 
 
 
 
 
ブラジルの洪水と土砂崩れで 

数万人が住居を失う 
 
最近発生した連日の大雨により、ブラジル南部で洪

水と土砂崩れが起こり、43,000 人以上が住居を失い

ました。また、84 人の死者が確認され、政府当局は

合計 150 万人が影響を受けたと推定しています。洪

水と土砂崩れにより道路が遮断されたため、多くの地

域で輸送システムが麻痺状態となり、救援物資の配達

が困難となっています。最も大きな被害を受けたのは

サンタカタリナ州であると報告されており、現在、地

域住民は、食糧、飲料水、薬、シェルターを緊急に必

要としています。 
第 4650 地区は、被災者を支援するための義援金と

寄贈物資を募っています。必要とされているのは次の

物資です。  
・保存食  
・清掃用品（石鹸、ほうきなど）  
・飲料水  
・幼児用品（紙おむつ、粉ミルクなど）  
・マットレス  
・衣服  
・料理用品（鍋、フライパン、食器類）  
救援物資の配給は、地元のロータリー･クラブ、ロ

ーターアクト･クラブ、インターアクト･クラブ、青少

年交換学生から成る第 4650 地区支援グループが管理

します。 
救援活動への寄付については、第 4650 地区ガバナ

ー、Valdir Celso Fiedler 氏までお問い合わせくださ

い。寄贈物資を集めたり、輸送する前に、プロジェク

トの連絡担当者にご相談ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


