
 
 
 
 
 
 
 

第 1632 回例会  

平成 22 年 10 月 4 日(月) 
18：30～ 海南商工会議所 4Ｆ  

お誕生日、ご結婚の祝い 
 

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   様 

５．出席報告 

会員総数 68 名 出席者数 48 名 

  出席率 70.59％ 前回修正出席率 91.18％ 

 

６．会長スピーチ      会長 谷脇 良樹君 

みなさん、こんばんは。秋

の夜長の季節となりました。

開会の 6 時 30 分はもう暗が

りです。 
10月31日の日曜日に海南

市は事業仕分けを開催しま

す。その仕分け人 8 名の中に、

何故だか選ばれまして、今日

夕方 5 時からの勉強会に行

ってきて、その途中、この会の為に抜け出して来まし

た。 
「まな板の鯉」のようにやらねば仕方がありません。 
10 月は職業奉仕と米山月間です。色々と開催を考

えている部門ですが、まず米山は立場上、皆様方によ

ろしくお願いします。と申し上げます。 
職業奉仕はロータリーの金看板です。色々な方の言

葉が本当にたくさんありますが、ある人によれば近江

商人の「三方よし」がそれだと言っておられます。「売

り手よし」「買うてよし」「世間よし」と私もなると思

います。 
この機会に職業奉仕のことを色んな角度から勉強

するのはおもしろいかもしれません。皆様、一度はま

ってみませんか。 
 
７．幹事報告        幹事 上野山 雅也君 
○メーキャップ 

 田辺ＲＣ   中西秀文君 9 月 30 日 

○例会臨時変更のお知らせ 

 那智勝浦ＲＣ  10 月 14 日（木）→10 月 14 日（木） 

12：30～ 「大門坂」石碑周辺の清掃 

 海南ＲＣ  10 月 20 日（水）→10 月 25 日（月） 

12：30～ マリーナシティ・ヨットクラブ 

海南 3クラブ合同による韓国 

3720 地区ＧＳＥ歓迎例会 

 和歌山東ＲＣ  10 月 21 日（木）→10 月 21 日（木） 

18:30～ ダイワロイネットホテル和歌山 4Ｆ 

 和歌山中ＲＣ  10 月 22 日（金）→10 月 23 日（土）  

17:00～ ダイワロイネットホテル和歌山 

創立 25 周年記念例会／祝賀会 

 海南西ＲＣ  10 月 28 日（木）→10 月 25 日（月） 

12：30～ マリーナシティ・ヨットクラブ 

海南 3クラブ合同による韓国 

3720 地区ＧＳＥ歓迎例会 

○新クラブ（仮）のご案内 

 10 月 2 日より、 堺フラワーＲＣ 

例会日時  土曜日 午前 10：30～11：30 

例会場所  コンフォートホテル堺 

 ビジターフィー  ￥1,000 

 

８．閉会点鐘 

 
次回例会 

  第 1633 回例会  平成 22 年 10 月 18 日(月) 
    海南商工会議所 ４F 12：30～ 

     ＩＤＭ 発表 
 

 
 
 
Happy birthday 

 
 
○会員誕生日 

  ２日 中村文雄君    ２日 魚谷幸司君  

  ５日 大江久夫君  １４日 小久保好章君 

１４日  千賀知起君    ２６日 谷脇良樹君 

○奥様、旦那様誕生日   

 ３日 山東久枝様    １３日 大沢喜久子様 

１６日 辻 清子様   ２０日  岩井まり子様 

２４日 瀬藤憲康様  ２４日 那須和美様 
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○結婚記念日 

  ４日 角谷勝司君    ６日 大沢祥宏君  

１０日 新垣 勝君   １２日 的場賢美君  

１５日 山野 明君  １８日 田中丈士君 

１９日 木地義和君  １９日 上中嗣郎君 

２４日 山東剛一君  ２５日 荻野昭裕君 

３０日 塩崎博司君  ３１日 千賀知起君 

○一般ニコニコ 
山田耕造君  私の仕事ごとですが、測量 60 周年の

月刊誌に私の写真が採用されました。 
宮田敬之佑君 家内が亡くなって 5 年になります。も

う一度上中君みたいに結婚しようか

な。 
田中秀夫君  角谷さんが内の店で結婚式をして下

さいました。 
桑添 剛君  昨日、紀の国カントリーでシニアの予

選がありました。 
田村健治君  ゴルフで生まれて初めて最下位をあ

じわいました。 
谷脇良樹君  10 位で通過しました。 
小椋孝一君  昨日ゴルフのシニアチャンピオンオ

ンの予選がありました。 
宮田貞三君  私の弟が川辺町の選挙に出て当選さ

せて頂きました。 
楠部賢計君  ＳＡＡ三木さんロータリー歴浅いの

によく頑張ってる。フレーフレー、三

木！ 
小椋孝一君  １０月２日海南美術展で写真の部で

美術協会賞を頂きました。 
田岡郁敏君  ＩＤＭ １０月２日無事終わりまし

た。参加して頂いた方々ありがとうご

ざいました。 
柳生享男君  １０／２、高校の同窓コンペで優勝し

ました。 
上田善計君  お世話になります。 
 
 
 
 
 
 
「私の家族」写真、大募集！ 
『ロータリーの友』では 2010 年 12 月号で、「家族月

間」に関する特集記事を掲載予定です。 
会員の皆さまに、ご家族と一緒に映ったお写真を募

集します。ご自慢の一枚をどうぞお送り下さい！ 
 
特集テーマ：「私の家族」ロータリアンの家族を写真

とともに紹介。 
写真：家族と一緒に写っている写真をお送り下さい。

「家族」であれば、ペットもＯＫです。 
・デジタルカメラの場合 

jpeg などの元データをメール添付で送信いただく

か、CD－R などに入れてご郵送下さい。 
・フィルムカメラの場合 

プリントをご郵送下さい。 
コメント文：100 字程度で、写真の説明文を付けてく

ださい。ワード文書、メールなど、形式

は何でも結構です。 
ご所属クラブ、お名前、ご連絡先（電話番号）をご明

記下さい。 
ご投稿先：メール hensyu@rotary-no-tomo.jp 
ご郵送 〒105－0011 東京都港区芝公園 2－6－15  

黒龍芝公園ビル 4 階 
一般社団法人ロータリーの友事務所 

「私の家族」募集係 
締め切り：10 月 29 日（金） 
※取捨選択は、一般社団法人ロータリーの友事務所理

事会・編集部に御一任のほどお願い申し上げます。 
※お写真・ご原稿は、原則として返却いたしません。 
ふるってのご応募、お待ちしております！ 

ロータリーの友事務所 
 
2011 年ＲＩ国際大会（5月 21日～25日）  

 
米国ルイジアナ州、

ニューオーリンズ早

期登録により割引料

金でお申込みいただ

け、最良の宿泊施設

をご予約いただけま

す。国際大会で楽し

い分かち合いのとき

をお過ごしください。 
○登録 
多くの登録カテゴ

リーの出席者にとって、大会参加の基本料金は 300
米ドルとなります。大会前会合への登録には追加料金

が必要となりますが、大会前会合に出席するために大

会登録する必要はありません。   
○締切日 

12 月 15 日：割引料金（300 ドル）でお申し込みい

ただける最終日です。この日を過ぎると、大会登録料

は 340 ドルとなります。 
3 月 31 日：割引料金（340 ドル）でお申し込みい

ただける最終日です。この日を過ぎると、大会登録料

は 380 ドルとなります。 
登録料金の詳細は、 登録カテゴリー別の割引料金

設定 をご覧ください。登録またはチケットの キャン

セルは、4月15日が締切日となります（オンライン で
のキャンセル締切日は 5 月 6 日です）。 
ファックスまたは E メールでのご登録は、登録お

よびチケット申込書式 をご使用ください。 
団体用の特別な書式は、RI 職員に E メール  でお

問い合わせください。また、その他のご質問や情報提

供につきましてもご連絡ください。米国査証（ビザ）

に関する情報 をご覧いただき、ビザ免除対象国に関

する新しい手続き規則をご確認ください。 

会報・ＩＴ委員会    委員長：吉野 稔  副委員長：木地義和  委員：土井元司 楠部賢計  阪口洋一 上田善計


