
 
 
 
 
 
 
 

第 1599 回例会 

平成 22 年 1 月７日(木) 
創立 35 周年記念式典・新春夫婦例会 

 
１．開会点鐘       

２．国歌斉唱      「君が代」 

３．ロータリーソング  「我等の生業」 

４．来賓・ゲスト 

海南市長       神出 政巳様 

紀美野町長      寺本 光嘉様 

地区ガバナー     村上 有司様 

ガバナーエレクト   米田 眞理子様 

  ２組ガバナー補佐   川村 克人様 

  ２組ガバナー補佐   沖殿 正博様 

  有田ＲＣ副会長    児島 良宗様 

  有田南ＲＣ会長    塩路 信兼様 

  有田 2000ＲＣ会長   川島 信治様 

  御坊ＲＣ会長     塩路 信人様 

  御坊東ＲＣ会長    玉置 幸史様 

  御坊南ＲＣ会長    柚瀬  清様 

  海南ＲＣ会長     丸井 弘亘様 

  海南西ＲＣ会長    前窪 進一様 

  台湾・彰化東南会長  林   茂璌様 他２３名 

  海南東ＲＣ名誉会員  岡田 雅晶様 

  海南東ＲＣ元会員   柳川 和一郎様 

  GSＥメンバー          間畠 章代様 

    青少年交換学生    チィヤゴ君(ブラジル) 

 

５．出席報告 

会員総数 69 名 出席者数 43 名 
   出席率 62.32％ 前回修正出席率 89.86％ 
 

６．物故会員に黙祷 

 

７．開会あいさつ   実行委員長 山名 正一君 

 新年あけまして、おめでとうござ

います。創立 35 周年記念式典の開会

にあたり、まず、最初に会員、関係

者の皆様に感謝申し上げます。海南

東ロータリーは、昭和 50 年 7 月 14
日に海南ロータリークラブのスポン

サーによって誕生いたしました。先輩諸兄のたゆまぬ

ご努力と会員の皆様の積極的な取り組みによって今

日を迎えられたことは、このうえない喜びであり、改

めて歴史の重みを感じているところです。また、ご来

賓の皆様には、ご多忙の中、ご臨席を賜り、厚く御礼

申し上げます。本日の式典及び祝宴では、３５周年を

共にご一緒にお祝いいただき、大いにお楽しみくださ

いますようお願い申し上げます。 

 

８．会長あいさつ       会長 花畑 重靖 君 

本日は「創立 35 周年記念式典」

にご出席いただき、誠にありがとう

ございます。また、ご来賓の皆様に

は、ご多忙の中、ご臨席を賜り、厚

く御礼申し上げます。 
また、台湾からは姉妹クラブの彰化

東南ロータリークラブの２３名の

皆様も来日いただき、感謝申し上げます。さて、海南

東ロータリークラブ

は、1905 年 7 月 14
日に創立いたしまし

た。この間、多くの

先輩諸兄のたゆまぬ

ご努力と奉仕活動に

よって、今日の創立

３５周年を迎えられ

たことは、誠に有意義なことであり、喜びであります。

本日は、この喜びを共に分かち合い、お祝いするとと

もに、これまでの歴史の重みを心に刻み、今後の活動

への糧として取り組んでまいりたいと考えます。本日

は誠に有難うございます。 
 
９．来賓祝辞 
○地区ガバナー 村上 有司様 

○海南市長   神出 政巳様 

○紀美野町長  寺本 光嘉様 

○姉妹クラブ・彰化東南 RC 会長  林   茂璌様 
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10．永年功労者 感謝状贈呈 
角谷 勝司君  楠部 賢計君  
宮田 敬之佑君 奥村 匡敏君  
嶌村 佳郎君  上南 雅延君  
中村 雅行君  平尾 寧章君  
林 孝次郎君  山野  明君  
大澤 祥宏君  名手 広之君  
岡田 晶雅君         謝辞 角谷 勝司君 

 
11．祝宴あいさつ   会長エレクト 谷脇 良樹君 

 本日は、おめでたい創立３５周年

記念をお祝いし、思い切り楽しんで

ください。 
親睦委員会のみなさんが、沢山の

プログラムを用意してくれていま

す。宜しくお願いします。 
 

12．記念祝宴 
○新入会員の紹介 

 
 
 
 
 
 
 
田岡君ご夫妻   倉橋君ご夫妻   箕嶋君 

 
○記念品の贈呈 
３５周年を記念して、これまで会員を支えてくれた

奥様・旦那様に対して、感謝の記念品を花畑会長から、

代表で楠部夫人に贈りました。 
 
○乾杯  地区ガバナーエレクト 

 米田 眞理子様 

 創立３５周年おめでとうござい

ます。今後のご活躍とご参加の皆様

のご健勝を祈念し、乾杯します。 
 
○アトラクション 
 ベリーダンス     
 
 
 
 
 
 
 
               バンド演奏  

 
 
 
 
 
  司会 大江親睦委員長 
     山畑親睦副委員長 

 
 
 
○35 年を振りかえって 
スライドショー  回顧録語り   宮田 敬之佑君 

 
 
 
 
 
 
 
○祝宴の様子 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13．閉宴あいさつ    副実行委員長 中村 雅行君 

 みなさんのお陰で、盛会裡に式

典・祝宴を終えることができまし

た。心から感謝申し上げます。 
また、ご来賓、ゲストの皆さん

には、厚く御礼申し上げます。 
 この式典を契機にクラブの一

層の発展を祈念いたします。みな

さん、有り難うございました。 
 
14．「手に手つないで」 
 

15．閉会点鐘 

 
次回例会 第 1600 回例会：22 年 1 月 18 日(月) 

     海南商工会議所 ４F 12：30～ 
お誕生、ご結婚祝い 

 
 

会報・ＩＴ委員会    委員長：岩井 克次  副委員長：上野山 雅也  委員：岸 友子、金川 龍一、大谷 徹、三木 正博


