
 
 
 
 
 
 
 

第 1652 回例会  

平成 23 年 3 月 21 日(月) 
12：30～ 海南商工会議所 ４F 
    「献血例会」         

 

１．開会点鐘       

２．ロータリーソング       「奉仕の理想」 

３．ビジター紹介 

海南ＲＣ   中村 哲三様 

高野山ＲＣ  亀岡 弘昭様 

４．出席報告 

会員総数 65 名 出席者数 45 名 

  出席率 69.23％ 前回修正出席率 76.92％ 

 

５．会長スピーチ      会長 谷脇 良樹君 

みなさん今日は。高野

山ＲＣ亀岡さん、海南Ｒ

Ｃ中村さん御苦労さま

でございます。 
彼岸も明け、いよいよ

春でしょうか。 
大震災の関係で家族

会も延期とさせていた

だきました。昨日開催予

定でしたイーストクラ

ブも同じくです。その他

地区の行事が多く同じ

ようなことになっております。「がんばろう！日本」

奉仕のロータリー、こんな時こそロータリー。その善

意が、今取りあえず我々にすぐ出来ることは義援金を

贈ることが一番であると思います。そこで、今日の例

会で皆様方にお計りしたいと思います。 
当クラブとしては、１００万円をクラブからそして

先日ＦＡＸでお願いした分を含めて１４０～１５０

万円を予定したいと思っております。クラブの資金と

しては災害用のものが約４０万円、その他各委員会の

予算を譲り合って行きたいと思っております。この金

額が１００万円に満たない場合はクラブの積立金を

取り崩させていただき、不足の分に充てたいと思いま

す。その件について、ここで皆様方にお計りしたいの

ですがいかがでしょうか。（全員賛成） 

ありがとうございました。 
市、県、あるいは、しかるべき所に送りますので、

よろしくお願いします。 
 
６．幹事報告        幹事 上野山 雅也君 
○メーキャップ    

有田 2000ＲＣ  谷脇良樹君 ３月６日 

○例会臨時変更のお知らせ 

粉河ＲＣ 4 月 6 日（水） → 4 月 6 日（水） 

12:30～ 紀の川市商工会２Ｆ会議室 

新宮ＲＣ 4 月 6 日（水） → 4 月 6 日（水） 

18:30～ 海宝「家族花見例会」 

      4 月 13 日（水）→ 4 月 13 日（水） 

12：30～ かわゐ「創立５５周年記念例会」 

橋本紀の川ＲＣ 

 4 月 12 日（火） → 4 月 12 日（火） 

19：00～ あやの家「花見移動例会」 

高野山ＲＣ 

      4 月 15 日（金） → 4 月 17 日（日） 

「創立２５周年記念例会」 

岩出ＲＣ 

   4 月 21 日（木）→4月 23 日（土）～24 日（日） 

    「京都家族親睦旅行例会」京都嵐山方面 

○休会のお知らせ 

新宮ＲＣ ３月３０日（水） 

海南ＲＣ ３月３０日（水） 

○４月のロータリーレート 

  １＄ ＝ ８０円 

○仮クラブ宣言 

 泉州 Kumatori ロータリークラブ（仮） 

 ３月２５日より 

 例会日：毎週金曜日 午後８時～９時 

 例会場：ベストウェスターンホテル関西エアポート 

 メーキャップ代：１，０００円 

○米山記念奨学会からの感謝状  小久保好章君 

○当クラブの友好クラブである「彰化東南ＲＣ」と「マ

ンダウエ イーストＲＣ」から義援金の申し込みが

きております。当クラブとしてはこれを受け入れ、

当クラブの義援金と一緒に寄付したいと思います。 
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７．委員会報告          阪口 洋一君 

海南・海南東ローターアクトクラブの活動について 

東北関東大震災で、多くの人が災害に見舞われまし

た。ローターアクトとして何か災害にあわれた人たち

のために役に立ちたいとの思いから３月１５日の早

朝から和歌山市駅前で義援金の募金活動を行いまし

た。その結果、多くの人たちから６３万円の浄財を頂

き日本赤十字社に届けました。 

出来ることなら出来るだけ近い時期にトラックで

色々な品物を持って現地に赴きたいとの思いがあり

ます。ローターアクトクラブは立派な活動をしていま

すので、ご報告いたします。  

 

８．献血 

献血車での献血及び献血啓発ＤＶＤの上映し、 

沢山の方にご協力いただきました。 

有難うございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 名の方が受付 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．閉会点鐘 

 

次回例会 

第 1653 回例会  平成 23 年４月４日(月) 
    海南商工会議所 ４F 18:30～ 
    夜間例会 誕生日、結婚祈念日の御祝い 
 

 
 
 
亀岡 弘昭様  今日も宜しくお願いいたします。 

寺下  卓君  初孫が生まれました。 

山田 耕三君  ２６日に湯浅でクラス会を行いまし

た。高校卒業後４５年です 

前田 洋三君  ３女が結婚しました。美登利さん、

大変お世話になりました。 

 

 

 

 

 

財団が設置 

「日本・太平洋諸島地震災害復興基金」 
日本の東北地方を中心に

発生した地震と津波による

深刻な被災状況を受け、ロ

ータリー財団は、被災地で

長期復興支援を行うための

「ロータリー日本・太平洋

諸島地震災害復興基金」を

設置しました。 

ロータリアンを含め、ど

なたでもオンラインで義援

金を寄付することが可能で

す。また、クラブや地区は、現金寄付やＤＤＦ（地区

財団活動資金）の寄贈を行うこともできます。 

日本の記録史上最大となるマグニチュード 9.0 の

地震に続き大津波が発生し、東北地域を中心とする多

くの地域が深刻な打撃を受け、数多くの犠牲者と行方

不明者が出ています。水と電力の供給が絶たれ、数百

万の人々に影響が及んでいることに加え、少なくとも

55 万人が避難生活を余儀なくされています。 

さらに福島県の原子力

発電所では放射線物質の

外部露出が懸念され、何万

人もの周辺地域住民に退

避勧告が出されています。

日本政府は懸命に状況改

善に努めていますが、現在、

地震と津波による被害総

額は既に1,700億ドルに上

ると推測されています。 

現在、世界中のロータリ

ークラブと地区が、被災者の緊要なニーズに応えるべ

く行動を起こしています。「世界中のロータリアンか

らメッセージをいただきました」「複数のロータリー

クラブが緊急支援のためのプロジェクト計画に着手

したとの報告もいただきました。しかし、残念なこと

に、多くのロータリアンの方々とそのご家族の安否が

未だに不明となっており、日本のロータリアンにとっ

て安心できない状況が続いております」 
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