
 
 
 
 
 
 
 

第 1741 回例会 

平成 25 年 4 月 1 日(月) 
花見例会 神田屋 18：30～ 

 

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   柳川 和一郎 様 岡田 雅晶 様 

              上南 雅延 様   新垣  勝 様 

         嶌村 佳郎 様  田中 丈士 様 
中村 雅行 様  角谷 勝司 様 
中村 文雄 様 (OB会員の皆様) 

５．出席報告 

会員総数 53 名 出席者数 42 名 

  出席率 79.25% 前回修正出席率 69.81% 
 

６．会長スピーチ      会長 花田 宗弘 君 

今夜は、花見例会です。 
大先輩の OB の方々多数

ご参加頂き誠に有難うござ

います。 
先輩が築きあげてくれた

実績のおかげで現在も楽し

いロータリー活動を続ける

ことが出来ています。 
桜も満開になっていますの

で、宴会だけでなく花の方も見てやって下さい。 
先日 WCS でフィリッピンに行ってきたのですが、

パストガバナーの平原さんが参加してくれました。平

原さんは体調を崩しもうロータリー活動は出来ない

と数ヶ月前に退会されています、それでも思い出のあ

るフィリッピンには是非もう一度行きたいと、自分一

人では無理なので介護に奥さんを連れてこられまし

た。現地では手厚い扱いを受け自分がガバナーの時に

植樹したマングローブの林の成長した姿を見学し、満

足して無事帰国しました。 
ロータリーを退会してもやはり感激の残っていて

忘れられないのがロータリーの奉仕活動の様です。 
退会された方にも時々イベントへの参加をお誘い

したいと思いますので、また、参加して頂ける様お願

い致します。 

７．幹事報告         幹事 中西 秀文 君 
○休会のお知らせ 
 和歌山中ＲＣ   4 月 5 日(金) 
○新旧役員ローターアクト・エレクト研修会 

4 月 14 日(日) 登録 12:30～ 
富田林市市民会館 市民センター梅の間 

○第 2660 地区ローターアクト地区年次大会 
5 月 26 日(日)  

ホテル シーガルてんぼーざん大阪２階 
 海鴎の間 

８．お花見例会の様子（写真） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．閉会点鐘 

 
次回例会 
第 1742 回例会 25 年 4 月 7 日(日) 

     家族例会（神戸：ホテルオークラ） 

No.1741

R I  D i s t r i c t  2 6 4 0  J a p a n 2012-2013 年 ＲＩ会長 田中 作次 
第 2640 地区ガバナー 北中 登一 

四つのテスト 言行はこれにてらしてから 
①真実かどうか  ③好意と友情を深められるか 
②みんなに公平か ④みんなのためになるかどうか 

事務所 〒642-0002 海南市日方 1294(海南商工会議所内) 
電話(073)483-0801  FAX(073)483-2266 

会長：花田 宗弘  幹事：中西 秀文  ＳＡＡ：那須 正志 
http://www.kainaneast-rc.jp   E-mail：info@kainaneast-rc.jp 



 
 
 
 
 

 
 
○会員誕生日 

４日 林 孝次郎君  １５日 山名 正一君 
１８日 箕嶋 利一君 

○奥様・ご主人誕生日 
 １日 三木 和栄様   ４日 土井 富子様 

 １５日 上田 としゑ様 ２３日 谷脇 真知子様 
○結婚記念日 
 ５日 田中 秀夫君   １６日 桑添  剛君 
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 
２９日 横出  廣君 

○一般ニコニコ 
谷脇 良樹君  息子の結婚に際して、クラブより

お祝いありがとうございました。

昨日、無事挙式しました。 
深谷 政男君  ３月２７日 ひ孫が生まれました。 
花田 宗弘君  本日の花見例会にＯＢの方々多数

ご参加頂き有り難うございます 
阪口 洋一君  先輩の皆様、例会においで頂き有

り難うございます。 
楠部 賢計君  ＯＢの皆さん、大勢ご参加頂き有

り難うございます。再入会して頂

ければ幸いですが、それが無理な

ら身近な人をご推薦下されば大変

ありがたいです。 

上中 嗣郎君  ４月１日から社名変更しました。 

ＯＢ会の皆様  お招き有り難うございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①締め切り：2013 年 4 月 30 日②点数：一人 3 点まで 

③サイズ：紙焼き四つ切り（それに近いサイズも可） 

④添付資料：名前、クラブ、連絡先住所・電話・ファ

クス、撮影場所、撮影年月、撮影のデータ（カメラ名、

使用レンズ〔ミリ〕、露出、シャッター速度）、簡単な

写真説明⑤発表：『友』誌、ホームページ『ロータリ

ージャパン』入選者名のみ⑥審査員：岡井耀毅氏（元

『アサヒカメラ』編集長・現『友』表紙解説者）、ロ

ータリーの友編集担当理事ほか⑦その他：表紙のサイ

ズに合わせトリミングをする場合があります。／写真

の上にタイトルその他の文字がかかる場合がありま

す。／採用決定作品は、掲載時にネガフィルム、ポジ

フィルム、デジタルカメラの場合はデータが必要にな

ります。／掲載に際して、賞金ならびに掲載料等の支

払いはいたしません。／入選作品の著作権は撮影者に

帰属します。「ロータリーの友」は、印刷物（『ロータ

リーの友』、『友』英語版、その他）ならびにウェブサ

イトへの掲載、展示などの使用権を保有します。／応

募作品の返却はいたしません 

ご応募、お待ちしております！ 

 

 

 

①テーマ：例会回数を減らすことについて②文字数：

600 字以内③所属クラブ／氏名／連絡先をお書き添

えの上お送りください。連絡先は日中ご連絡の取りや

すい電話番号もお書き添えください。④締め切り：1

月 15 日（火）⑤ご投稿先：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「同論・異論」募集係 

また、今後の募集テーマについてもご提案をお寄せ

ください。ふるってのご応募、お待ちしております！ 

 

 

 

 

 

 

 

①写真は何度でも応募できます（ただし、1つの活動

につき 3枚まで）②活動の情報を 150 字以内で作成し

て、添付ください。クラブ名、活動日、活動場所を入

れてください（制限字数には含みません）③写真使用

時に、撮影者名を明記して掲載する必要がある場合は、

その旨、明記してください。④応募は、Eメール、郵

送のどちらでもお受けいたします。デジタルカメラの

場合、データの容量は２メガバイト（JPEG）以上（TIFF

データの場合はそれに相当する解像度のもの）。フィ

ルムカメラの場合、はがきサイズ以上の紙焼きをお送

りください。⑤応募は、2013 年 6 月末まで受け付け

ますが、送付は、年度末にまとめてではなく、活動の

都度お送りください。なお、お送りいただく場合は、

メールの件名、封筒に、「フォトコンテスト」と明記

ください。 

・掲載時にネガフィルム、ポジフィルム、デジタルカ

メラの場合は、解像度の高いデータが必要になりま

す（それらを取り置いてください）。 

・掲載時トリミングをする場合があります。 

・掲載に際し、賞金ならびに掲載料等の支払いはいた

しません。 

・ロータリーに関する出版物、ポスターなどに事前の

断りなしで掲載することがあります。 

・原則、応募作品の返却はしませんが、要返却写真は

その旨を送付時にお書き添えください。 

 詳しくは「ロータリーの友」を参照してください。 

会報委員会    委員長：谷脇 良樹  副委員長：奥村 匡敏  委員：小椋 孝一 岸 友子 横出 廣 阪口 洋一


