
 
 
 
 
 
 
 

第 1571 回例会 21 年 5月 11 日(月) 
18：30～ 海南商工会議所 4Ｆ 

「新入会員歓迎会・野球部の甲子園出場壮行会」 
 

１．開会点鐘       

２．ロータリーソング   「奉仕の理想」 

３．お客様紹介      
  那須 和美様 

４．出席報告  

会員総数69名 出席者数46名 出席免除会員1名 

  出席率 66.66％ 前回修正出席率 79.71％ 

 

５．会長スピーチ      会長 宮田 貞三君 

皆様、こんばんは。

5月10日、田辺市で開

催された、地区協議

会に出席していただ

いた皆様、御苦労様

でした。 
那須正志さん、御

入会おめでとうござ

います。那須さんの

新入会員歓迎会に奥

様ようこそお越し頂

きました。那須さん

の入会に際して奥様

からも力強い御支援を頂いたと聞いております。有

難うございました。 
ロータリーは家族を最も大切にしております。家

族は幸せの源です。奥様がロータリーの入会に理解

を示して頂いた事は、すでに御夫婦は素晴らしいロ

ータリーファミリーです。 
ロータリー入会について、今年のRI会長のお膝元

韓国に「はじまりは半分だ」という諺があります。

何事も、やろうと思った時はすでに事の半分は達成

されたようなものです。残りの半分は例会に休まな

いように出席して、早くクラブになじんで下さい。

そしてクラブの皆様と親睦を深めてロータリーを

楽しんで下さい。海南東は仲の良い楽しいそして素

晴らしいクラブです。どうか堅苦しく考えずにロー

タリーを楽しんで下さい。 
5月16日（土）第27回全国RC野球大会が甲子園で

行われます。私達のクラブは、今回で4回目の出場

になります。応援よろしくお願いします。 
本日は那須正志さんの新入会員歓迎会と、野球部

の甲子園出場の壮行会とさせて頂きます。 
甲子園球場は、高校球児にとってあこがれの球場

です。ロータリー野球大会は親睦が第一、勝負は二

の次です。怪我のなさらぬよう頑張って、そして楽

しんで下さい。先月の地区大会の講演で、衣笠祥雄

氏が23年間の野球人生で学んだ事は、根本監督から

は自分らしさをグラウンドで出せと期待され、山内

氏を越えるという大きな夢を持ち、努力を続けた事

が世界記録に継がりました。ロータリーも世界中の

支援を必要としている人々から期待されています。

エイズ撲滅や子供達の命を救うための水、健康、飢

餓、識字率向上などの諸問題を克服するという大き

な夢を持っています。その為に今年度だけでなく、

引き続き支援していかなくてはなりません。継続が

夢を実現するのです。ロータリー人生も続ける事が

最も大切です。 
さて、私達のクラブの甲子園での成績は１勝２負、

その１勝はジャンケンで勝ったそうです。今年こそ

と私達は大きな期待を持っています。どうか夢をか

たちにして下さい。後程選手の皆様にマイクを回さ

せて頂きます。新装なった甲子園での“皆様の夢”

をお聞かせ下さい。よろしくお願いします。 
 
６．幹事報告        幹事 山田 耕造君 
○メーキャップ 
 御坊南 RC   寺下 卓君  4 月 28 日 
○例会臨時変更のお知らせ 
 和歌山西 RC 5 月 27 日（水）→5 月 27 日（水） 

18：00～ 例会場 ラヴィーナ和歌山 
 
７．閉会点鐘 
 
次回例会 

  第 1572 回例会 21 年 5 月 18 日(月) 
     海南商工会議所 ４F 12：30～ 
    

ゲスト卓話   
「糖尿病について」山本 雅規様 
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新入会員歓迎会 「入会おめでとう！」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新入会員の那須 正志君と奥様の和美様 
 
「頑張れ！甲子園」 
 
 
 
 
 
 
 
 

海南東 RC 野球部メンバー 
 
 
 
 

 

 

 

☺会員誕生日 
  ５日 花田宗弘君   １９日 嶌村佳郎君 

  ８日 塩崎博司君   

☺奥様・ご主人誕生日 
  １日 小椋安子様   ６日 中村多美子様 

  １日 田中恵美子様  ８日 田村洋子様 

  ４日 宮田康子様 

☺結婚記念日 
  １日 嶌村佳郎君   ５日 大江久夫君 

  ５日 谷口誠也君  １８日 山名正一君 

☺一般ニコニコ 
 
楠部賢計君  那須さんご入会オメデトウ。今日の会

長のスピーチにありましたが、ロータ

リーは奥様を大切にするのをモット

ーにと言われましたが、そんなメンバ

ーが多いようですが、私はそうでなか

ったので今日から、そうするよう努力

します。 
山名正一君  昨日、地区協議会に参加し、花畑エレ

クトに大変お世話になりました。あり

がとうございました。交通費いただき

ましたのでニコニコ入れます。 

那須正志君  よろしくお願いします。 
花畑重靖君  地区協議会、出席御苦労さまです。 
田村健治君  上中さん、昨日の地区協議会でお世話

になりました。 
谷脇良樹君  花畑さん、昨日は有難うございました。 
柳生享男君  昨日、地区協議会出席の皆様お疲れ様

でした。 
阪口洋一君  那須さん、今後ともよろしくお願いい

たします。 
山畑弥生君  那須さんご入会おめでとう。奥様よく

いらっしゃいました。 
寺下 卓君  那須さんご入会有難うございます。地

区協議会ご出席ご苦労様でした。 
上中嗣郎君  地区協議会参加しました。 

小椋孝一君  昨日地区協議会に行って来ました。又

花畑さんにお世話になりました。 

田村能孝君  お見舞い有難うございました。体重減

りましたが１日、１日、元気になって

います。 

宮田貞三君  那須正志さん、ご入会おめでとうござ

います。野球部の皆様、甲子園で頑張

って下さい。 

山田耕造君  昨日天神崎で夕日を見てきました。 

深谷政男君  休んでばかりですみません。 

 

海南「たんぽぽの会」からのお手紙 
（社会奉仕委員会） 

海南東ロータリークラブさんへ 

雲ひとつない

青空の下、海南

東ロータリーの

皆さんとの交流

会が行われまし

た。今年も昨年

に引き続き、カ

ヌー乗船と、今

回は地引き網もあり、子供も大人も大はしゃぎ！！お

昼ごはんには目の前でさばいてくれたカンパチのお

さしみやらイカ焼きなど、新鮮なバーベキューをいた

だき、本当にお腹も心も満腹の一日となりました。午

後からもカヌーに乗り、「もっと乗りたい！！」「おり

たくない！」子供達やカヌー初挑戦で大はしゃぎのお

母さんなど時間ギリギリまで楽しませていただきま

した。また、来年も是非、カヌーを！！の声もさっそ

くあがり、今から待ち遠しい思いで片男波公園を後に

しました。 

海南東ロータリークラブの皆さんと御協力下さっ

たカヌー協会和歌山支部の皆さん。本当にありがとう

ございました！ 

○ロータリーさんとの交流会 

カヌーにのりました。とても楽しく何回も乗ってし

まいました。天気が良かったので気持ちよかったです。

新鮮な魚やイカもたくさん食べられて、とてもうれし

かったです。どうもありがとうございました。 O.T 

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


