
 
 
 
 
 
 
 
 

第 1784 回例会（花見例会） 

平成 26 年 4 月 14 日(月) 
18：30～ 神田屋（海南市藤白） 
 お誕生・結婚記念日御祝い 

 

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．出席報告 

会員総数 50 名 出席者数名 33 名 

  出席率 66 ％ 前回修正出席率 70 ％ 

 

５．会長スピーチ     会長 小椋 孝一 君 

 皆さん今晩は。本日は少

し遅い花見例会ですが、ご

了承ください。少し桜が残

っているようですので、ゆ

っくりとくつろいで下さ

い。 
さて、先週 11 日から 14

日今日までアメリカ・オー

ガストナショナルコース

において、ゴルフの祭典マ

スターズ選手権が開催さ

れていました。優勝したのは、ババ・ワトソンでレフ

ティの選手です。18 番ホールで、奥さんと子供がバ

バ・ワトソンのプレイを見ていて、プレイが終了する

と同時に、家族が抱き合っているのが印象的でした。 
我が第 2640 地区ロータリークラブも、いつまでも

いがみ合いをしないで、早く昔の真のロータリークラ

ブに戻ってほしいと、本音で思っています。吉田さん

から今体調がわるいので出席できません。みなさんに

よろしく伝えてくださいとの事です。 
今週、田辺東ロータリークラブ 40 周年記念ゴルフ

コンペに宇恵さん、桑添さん、谷脇さん、私、小椋も

含め、よろしくお願いします。 
 
６．幹事報告         幹事 大谷  徹 君 

○ガバナー事務所休暇のお知らせ 

４月３０日（水）５月１日（木）２日（金） 

７．閉会点鐘 

 

次回例会 

第 1785 回例会 平成 26 年 4 月 21 日(月) 

海南商工会議所 ４F 12：30～ 

ゲスト卓話 「ビジネスマナー研修」 

関西マナープロモート 出井 和子 様  

 
 
 
 
 

 
○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   １０日 中尾 享平君 
１３日 中西 秀文君      １６日 桑添  剛君 
１９日 小久保 好章君    ２３日 山畑 弥生君 
２６日 宇恵 宏純君      ２９日 横出  廣君 

○一般ニコニコ 

大谷 徹  君 12、13 日オープンガーデンがあり

多くの人がこられました。 

上野山 雅也 君 ゴルフで１人負けをしました。でも

楽しいゴルフでした。 

中西 秀文 君   楽しいゴルフでした。 

小椋 孝一 君   クロス会のゴルフ欠席しました。紀

美野町の恋人広場で楽しみました。 

横出 廣 君   絵を始めました。 

山名 正一 君   阪神が巨人に３連勝。２１日の例会

に美人のゲストを呼んでいます。 

三木 正博 君   楽しい会に入ってよかったです。 

山東 剛一 君   今日は楽しい会でありがとう。 

楠部 賢計 君     〃 

山畑 弥生 君     〃 

宇恵 弘純 君   10 日の夜 70 名の宴会で 20 分、台湾

の話をしてきました。 
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上中 嗣郎 君  先週火曜日に健康器具を買って肋骨

を折りました。 

桑添 剛 君  今月２４日（木）から日曜日まで孫

を含め６名ファミリーで台湾にい         

って来ます。 

魚谷 幸司 君  先週、阪神が５連勝でうれしいです。 

田岡 郁敏 君  4 月 7 日、長男が幼稚園に入園。8

日に長女が小学校に入学しました。  

大江 久夫 君  昨日、クロス会のコンペに腰痛で欠

席。８○会のコンペが６月７日～８

日（日）出席、宜しくお願いします。 

箕嶋 利一 君  昨日のゴルフ、100 たたいていませ

ん。 

倉橋 利徳 君  昨日、学会で東京に行って来ました。 

岸 友子 君  久々の夜間例会で楽しみました。 

宮田 敬之佑 君 鈴木屋敷を再現する会の会長をして

います。      

 

 
 
 
ロータリーの雑誌で経験を分かち合う 

ＲＩ会長  ロン D. バートン 

親愛なるロータリアンの皆

さん、ロータリーの雑誌を読む

ことは、ロータリークラブの例

会に出席するのと同様に、ロー

タリアンであるための経験を

分かち合う大切な要素です。オ

ーストラリアの『Rotary Down 

Under』であれ、日本の『ロー

タリーの友』であれ、ロータリ

ーの出版物を手に取れば、それ

らの一冊一冊が提供するもの、

何を意図しているかがわかるでしょう。それは情報を

提供し、やる気を起こさせるということです。最新の

ロータリーニュースを掲載し、ロータリーの奉仕に役

立つ新しいアイデアをもたらし、そして私たちにとっ

て適切で重要な記事を届けてくれます。私にとって世

界中で発行されるロータリーの出版物は、個々のクラ

ブがローカルなもので、地域社会に根差した存在で、

真に地球規模でのネットワークを実践しているとい

う、ロータリーの最大の強みを実際に表現してくれる

ものです。 

地域性と国際性を併せ持ったロータリーの雑誌 

 この組織は、驚くほど大きく、多様性に富んでいま

す。そして、私たちすべてがロータリーについての共

通点を持っているのと同様に、一つですべてを賄うこ

ともできないのです。文化や言語において、私たちの

雑誌に対する期待は、当然、違ってくるでしょう。私

たちの地域的な出版物によって、ブルガリアのロータ

リアンは、エバンストン（ＲＩ世界本部のある町）か

らの最新ニュースに加えて、ブルガリアで起こってい

ることや、ロータリー世界のどこかで起こっているこ

とを知ることができます。ロータリーの出版物は、そ

れぞれがロータリー雑誌の家族に属しているので、ロ

ータリークラブのように、地域性と国際性を併せ持っ

ているのです。 

ロータリーの雑誌で誇りを感じてください 

国際ロータリーの会長であることの最大の特典の

一つは、120 万人のロータリアン一人ひとりに毎月、

直接話しかけられることです。リビングに腰掛けて、

あるいは朝食のテーブルで、あるいは通勤中の電車の

中で、この文章を読み、ページをめくってロータリー

の新しいことを見いだしている皆さんすべてのこと

を考えながら、この原稿を書く時、畏敬の念が湧いて

きます。皆さん一人ひとりは、まさにこのようにして

ロータリーの雑誌をお読みになっていることでしょ

う。メールボックスにロータリーの雑誌が入っていた

からとか、義務だと感じるからではなく、ロータリー

の雑誌は、良い雑誌だから読むのです。皆さんが雑誌

を手にする時、私と同じような誇りと大志を得てほし

いと思います。 

ロータリーの雑誌は、ロータリアンとして、私たち

すべてが自分たち自身より大きなものの一員である

ことを思い出させてくれます。ロータリーの雑誌は、

私たちがロータリーを通してどれだけ多くのことを

達成できるのかを、教えてく

れます。ロータリーの地域雑

誌を通して、ロータリー財団

に寄付したお金が何に使われ

たか、仲間のロータリアンは

何をしているのかを知ること

ができます。そして私たちは

「ロータリーを実践し みん

なに豊かな人生を」へと駆り

立てられるのです。 

 
『友』電子版をご存じですか？ 
『ロータリーの友』電子版は、本年 1 月中旬にスタ

ートし、『ロータリーの友』のホームページ

www.rotary-no-tomo.jp から、ご覧いただけるように

なりました。スタートしたばかりで、課題がいっぱい

ある『友』の電子版ですが、一度ご覧いただいて、ご

意見をお聞かせください。この新しいメディアを活用

できるよ

う、皆さ

まと一緒

につくり

あげてい

くことが

できれば

幸いと思

います。

皆さまの

ご意見をお待ちしています。 
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