
 
 
 
 
 
 
 

第 1558 回例会 21 年 2 月 2 日(月) 
12：30～ 海南商工会議所 4Ｆ 

 
１．開会点鐘       

２．国歌斉唱       「君が代」 

３．ロータリーソング   「奉仕の理想」 

４．ゲスト紹介      財団奨学生 ニルダ様 
 
５．出席報告  

会員総数68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 77.94％ 

 

６．会長スピーチ      会長 宮田貞三君 

 皆様、今日は。ゲ

ストの財団奨学生ニ

ルダ様、ようこそお

越し下さいました。 
梅の花もほころ

び始め、春の息吹が

感じられるように

なりました。万葉の

時代は花と言えば

「梅」のこととほぼ

決まっていました

が、平安後期、武士

が現われる頃からは日本人の意識も変わり、花と言

えば「桜」になりました。明日は節分、そして立春

と季節は徐々に春に向かって行きます。節分は、昔

の宮中の行事で、追儺と言って宮中で仮想の鬼を追

った儀式で大声を出して鬼は外！とののしるのが

良いそうで、そしてそっと福を招き入れる。 
私達のクラブはすでに福を招き入れています。新

入会員の辻 亮さん、三木正博さんです。お二人は

クラブに新鮮な活気という福を運んでくれました。

私達のクラブではお二人はすでにご承知の仲のよ

いなかなか居心地のいいクラブです。大いに長くロ

ータリーを楽しんで下さい。例会後、新入会員歓迎

会に移らせていただきます。時間の許す限り親睦を

深めて下さい。 
１月はロータリー理解月間でした。皆様にはすで

にロータリーを充分理解されていると思いますが、

１月のガバナー月信に、三軒PGがロータリーを理解

する方法を書かれていましたので紹介させていた

だきます。ロータリーを理解するには、第１番目は

出席です。新垣情報委員長も出席の価値について皆

で勉強してほしい提案がありました。毎週の例会は

もとより、親睦会、奉仕活動、IM地区大会等、あら

ゆる機会に出席する事。出席はロータリーを知る最

善の勉強方法です。 
今年度は４月26日（日）地区大会が堺リーガロイ

ヤルホテルで開催されます。1月中に出席者の人数

連絡して下さいと地区大会実行委員会から言われ

ています。返事がまだの方は今日出席の返事お願い

します。 
2番目は文献による勉強。毎月発行されるロータ

リーの友をよく読む事。友は「ロータリー情報」の

情報源として素晴らしい雑誌です。例えば、マイカ

ーに入れておいて、奥さんがスーパー等に買い物に

行っている間に読むのも良いのでは。身近に一冊置

いて下さい。 
3番目はロータリーに熱心な先輩のロータリアン

の熱意ある話を聞いたり、自分なりに感じたことを

率直に先輩ロータリアンに相談する事です。 
私達のクラブでは、会長経験者はロータリーに熱

心な方々です。ロータリーについてわからない事が

あればやさしく親切に教えてくれたり相談に乗っ

てくれます。以上3点、ロータリーを理解するコツ

です。今年度のテーマは「夢をかたちに」です。ロ

ータリーの夢をかたちにする為には、思いやりの心

で奉仕活動を実践し、ロータリーの良さを体験して

下さい。 
 

７．幹事報告         幹事 山田耕造君 

○例会臨時変更のお知らせ 
 那智勝浦 RC 
  2 月 19 日（木）→2 月 15 日（日）8：30～ 

 南の国の雪まつり会場 
（ポリオプラス募金活動のため） 

 和歌山東 RC 
  2 月 19 日（木）→2 月 19 日（木）12：30～ 

 和歌山東急イン 
（50 周年記念式典リハーサル） 

  2 月 26 日（木）→2 月 21 日（土）15：00～ 
 和歌山東急イン（50 周年記念式典） 
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 和歌山北 RC 
  2 月 23 日（月）→2 月 23 日（月）19：00～ 

一橋庵本店（夜間例会） 
○休会のお知らせ 
 和歌山北 RC     3 月 9 日（月） 
 

８．新入会員スピーチ 

○辻 亮君  

 新入歓迎会開催していただきあ

りがとうございます。昭和 12 年、

農家の長男として誕生。今度とも

よろしく。 

 

○三木 正博君  

 名手さんの紹介で入会しました。

先日角谷さんにお世話になりまし

た。今後ともよろしく。 

 

 

女性会員の二人から花束贈呈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．閉会点鐘 

 

 

 

 
 

 
 
○会員誕生日 

６日 新垣  勝君  １１日 土井元司君 
１１日 楠部賢計君  １４日 横出  廣君 

 １９日 名手広之君  ２１日 木地義和君 
 ２６日 上南雅延君 
○奥様誕生日 

７日 奥村 智子様 
○結婚記念日 

３日 早川  満君   ３日 吉野 稔君 
４日 平尾寧章君  １１日 前田洋三君 

１４日 谷脇良樹君  １５日 金川龍一君 
１６日 上野山雅也君  

○一般ニコニコ 

中西秀文君  P.G 平尾先生、金川先生、山畑さん、

昨日のローターアクト地区連絡協議

会出席ご苦労様でした。有意義な１日

を過ごすことができました。 

柳生享男君  IM の交通費です。 

小椋孝一君  先日、IM に行って勉強してまいりま

した。すごく青少年に対して勉強にな

りました。 

田村健治君  角谷さんの祝賀会失礼致しました。 

       その上記念品までいただき恐縮して

います。ありがとうございました。 

山東剛一君  急用ができたので中座させていただ

きます。 

寺下 卓君  三木さん、辻さん、ご入会ありがとう

ございます。これからもよろしくお願

いします。 

新垣 勝君  角谷さん、出席できなくてすみません。 

的場賢美君  辻さん、三木さんこれからもよろしく

お願いします。 

山田耕造君  昨日孫と遊びました。 

山野 明君  辻さん入会おめでとう。今後とも仲良

くお願いします。 

中村文雄君  辻さん入会おめでとう。今後ともよろ

しく。 

名手広之君  三木さん入会おめでとう。いろいろ地

区のお世話ありがとうございます。 

山畑弥生君  マルチプルポールフェロー。 

       青少年 京都。 

魚谷幸司君  長男、次男、高校、中学某校に合格し

ました。 

中西秀文君  地区ローターアクト、1分間スピーチ

平尾先生 20 年ケーキを食べていない。 

平尾寧章君  ローターアクト、1分間スピーチ。 

       私がウイスキー好きです。 

 

次回例会 

第 1558 回例会 平成 21 年 2 月 9 日(月) 
12：30～ 海南商工会議所 4Ｆ 

会員卓話 花田宗弘君  
「国際大会の紹介」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


