
 
 
 
 
 
 
 

第 1567 回例会 21 年 4 月 6 日(月) 
18：30～ 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      
  新会員  那須 正志様 

５．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 57.97％ 前回修正出席率 70.59％ 

 

６．会長スピーチ      会長 宮田貞三君 

 皆様今晩は。 
 新入会員の那須正志様

をお迎えできて、大変嬉し

く思います。那須さんは、

野球もされると聞いてお

ります。来週の家族会、5
月の甲子園の野球大会に

も参加して頂いて、会員の

皆様との親睦を深めて下

さい。そして一日も早く、

ロータリーになじんで下

さい。皆様どうぞよろしくお願い申し上げます。 
 昨夜、フィリピンのWCSの視察から帰ってきまし

た。昨年から2640地区が支援しているマングローブ

100万本の植樹プロジェクトの進捗状況と2640地区

各クラブが支援しているプロジェクトを2日間にか

けて視察してきました。朝9時から夕方5時まで、観

光のフリータイムは一切なく、分刻みのスケジュー

ルが組まれていました。 
 私達のクラブは、セブのスラム街で保育園に行け

ない子供達の

為に給食と教

育の支援活動

を、又、小学校

にはコンピュ

ーター教育に

必要なパソコ

ンを、そして昨

年フィリピンの体の不自由な人達の為に車椅子を

贈りました。シブ街の迎賓館で車椅子を寄贈する式

典にも立ち合ってきました。 
 フィリピンには、水管理、識字、保健、飢餓問題

に至るまで、WCSが取り組まなくてはならない問題

が沢山あります。 
 私達が姉妹提携を結んでいる彰化東南RCの賴会

長と3人のメンバーも参加してくれました。彼らは

現地を視察し

て、WCS支援

の大切さを理

解して、私達

の ク ラ ブ と

WCS の プ ロ

ジェクトに共

同で参加した

いと言ってく

れました。私

達のクラブ活動も益々国際的になって参りました。

是非とも来年からも続けて支援活動を行って欲し

いと思います。 
 夕食の懇親会では中村文雄さん、寺下卓さん、お

二人の人間味あふれる笑顔が会を盛り上げ、なお一

層の友情と親睦を深めてきました。お二人には人と

人との絆は、直接会って、言葉よりも笑顔が大切と

改めて教えて頂きました。 
 今回の視察の報告は、寺下さん、中村さんから、

して頂きます。今回の視察を企画していただいた寺

下さんに厚く御礼申し上げます。 
 

７．幹事報告         幹事 山田耕造君 

○メーキャップ 
 RA 新旧役員エレクト研修会 
  平尾寧章君  中西秀文君  
  山畑弥生君  金川龍一君 4／5 
○例会臨時変更のお知らせ 
 粉河 RC 
  4 月 15 日（水）→4 月 15 日（水）11：00～ 

記念事業実施場所の清掃 
 高野山 RC 
  4 月 24 日（金）→4 月 26 日（日） 
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○休会のお知らせ 
 有田南 RC     4 月 7 日（火） 
 

８．新会員紹介 
新会員 那須 正志様の紹介 

 紹介者 山畑 弥生君 
 那須さんを紹介

させて頂きます。私

と小中学校と同級

生でクロスのお客

様でもあります。お

住まいは、毛見トン

ネルを抜けたとこ

ろ右手に那須電気

と大きな看板が立

っております。電気

器具販売と電気工事をされています。トラブルには即

対応、親切丁寧をモットーに頑張っているそうです。

プライベートでは、奥さんと娘さん 3 人いらっしゃい

ます。黒江小学校、第一中学校両 PTA 会長、海南市

PTA 連合会長を歴任し、又公民館推進委員長等、日

頃から地域社会に奉仕活動に励んでいます。中学校、

高校と野球、野球の毎日でした。5 月 16 日（土）の

甲子園で開催される全国ロータリー野球大会にも出

場してくれるということで、練習にも励んでくれると

いうことです。何事にも一生懸命頑張り屋です。この

クラブでも奉仕活動、職業奉仕、国際奉仕にと活躍し

て頂けると期待しています。 
 
新会員 那須 正志君 

 ご紹介頂きましてありがとうご

ざいます。 
毛見のトンネル口で町の電気屋さ

んを営んでおります。那須電気 

那須正志と申します。 
どうぞよろしくお願い致します。

とても私ごときが入れて頂けるよ

うな会ではないと認識を致しておりますが、入れて頂

けました限りは全身全霊をかけて、背伸びして、背伸

びして、大先輩の皆様方にしっかり着いて行きたいと

考えております。以後よろしくお願い致します。 
 

９．閉会点鐘 

 

次回例会等 

・家族例会 平成 21 年４月 12 日(日) 
        「天満天神繁昌亭」 

         9：20 海南商工会議所集合 
 
   ・海南たんぽぽの会との交流会 
        平成 21 年４月 19 日(日) 
         9：40 片男波海水浴場集合 
     後援：障害者カヌー協会 和歌山支部 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
○会員誕生日 
３日 辻 秀輝君   ２５日 田村能孝君 
４日 林孝次郎君   ２６日 西川富雄君 

１５日 山名正一君   ２７日 的場賢美君 
○奥様・ご主人誕生日 
 １日 三木和栄様    ４日 土井富子様 
 １日 上南完子様   １５日 上田としゑ様 
 ３日 山田喜代美様  ２３日 谷脇真知子様 
○結婚記念日 
 ５日 田中秀夫君   １６日 名手広之君 
１０日 中尾享平君   １９日 小久保好章君 
１０日 吉川博之君   ２３日 山畑弥生君 
１３日 中西秀文君   ２６日 宇恵宏純君 
１６日 桑添 剛君   ２９日 横出 廣君 
 

○一般ニコニコ 

中村文雄君  2 日より 5 日まで WCS でフィリピン

へ行ってきました。外国の人と仲良く

なりました。 
的場賢美君  3人の子供の一番下の子が 3月１日に

入籍しました。 
宮田貞三君  那須正志さん、御入会おめでとうござ

います。 
       寺下卓さん、中村文雄さん、フィリピ

ン視察、御苦労様でした。 
前田洋三君  那須さん入会おめでとうございます。 
       また、大いに飲みましょう。 
阪口洋一君  那須正志さん、入会心より歓迎します。 
山畑弥生君  那須さん入会おめでとうございます。 
上南雅延君  那須さん入会おめでとう！ 
       黒江公民館推進委員の折にお世話に

なりました。 
西川富雄君  長期間休んで迷惑をおかけします。 
中村雅行君  両陛下主催の春の園遊会の招待状、宮

内庁より送付されました。 
中西秀文君  土曜日、岩井さんありがとうございま

した。つい飲みすぎました。 
       昨日ローターアクトエレクト研修会、

平尾先生、金川先生、山畑さん、ご苦

労様でした。 
那須正志君  よろしくお願いします。 
大江久夫君  那須さん、入会おめでとうございます。 
 
 
 
 
 

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


