
 

 

 

 

 

 

 

第 1880 回例会  

平成 28 年 6 月 27 日(月) 
18:30～ 料亭「美登利」 最終例会 

 

１．開会点鐘       

２．ロータリーソング       「手に手つないで」 

３．出席報告 

会員総数 48 名   出席者数 37 名 

  出席率 77.08 ％  前回修正出席率 68.75 ％ 

 

４．会長スピーチ        会長 阪口 洋一 君 

 みなさん今晩は。花田さん、

寺下さん台湾彰化東南ロー

タリークラブへの訪問あり

がとうございました。お世話

かけいたしました。 
１年間、会員の皆様に支え

ていただいたお蔭で本日最

終例会を迎えることができ

ました。本当にありがとうご

ざいました。 
年度初めに計画したクラブ奉仕、職業奉仕、社会奉

仕、青少年奉仕、国際奉仕の事業は、ほぼ予定通りに

実行することができたと思います。各委員会の皆様あ

りがとうございました。 
副会長、幹事、ＳＡＡのみなさん毎週お世話いただ

きありがとうございま

した。 
プログラム委員長の

山名さんお忙しい中、沢

山の素晴らし人を卓話

にお呼びいただきあり

がとうございました。 
出席委員会、週報担当のみなさん、毎週本当にお疲

れさまでした。 
情報規定員会の小椋委員長さんＩＤＭの実施あり

がとうございました。 
親睦活動委員会の前田委員長はじめ委員のみなさ

ん、新春夫婦例会素晴らしかったです。 
家族例会の九度山と高野山グッドタイミングだった

と思います。金剛峯寺ご住職の法話良かったです。楽

しい家族例会でした。 
社会法委員長の大江さんと委員のみなさん、海南た

んぽぽの会との交流会で子どもたちに大変喜んでい

ただき大成功に終わることができました。ありがとう

ございました。 
国際奉仕委員長の深谷さん、海南３クラブでの国際

大会参加では本当にお世話になりました。 
来週より上野山会長の新年度が始まります。１年間

おせわをお掛けいたしますがよろしくお願いいたし

ます。本日は時間の許す限り会員のみなさまが共に語

り合い親睦を深めていただければ幸いです。一年間、

本当にありがとうございました。 
 
５．幹事報告                 幹事 横出  廣 君 

○例会臨時変更のお知らせ 

粉河ＲＣ    6 月 29 日（水）→ 6 月 29 日（水） 

18:30～ 犬鳴温泉 不動口館 

新入会員歓迎会、ありがとう例会 

和歌山西ＲＣ 7 月 6 日（水） → 7 月 6 日（水） 

18:00～ 田舎茶屋「や万志多」 

○７月ロータリーレート 

１＄＝１０６円 

○新ホームページ及び新メールアドレスのお知らせ 

有田ＲＣ 

ホームページアドレス http://www.aridarc.jp 

新メールアドレス office@aridarc.jp 

 
６．乾杯                 副会長 上野山 雅也 君 
 最後の乾杯になります。阪口

会長、横出幹事、千賀ＳＡＡは

じめ、役員のみなさん。ご苦労さ

までした。 
また、会員の皆さんも一年間、

ご協力いただきまして有難うご

ざいました。私の方は、これから

大変な次年度が数日でやってき

ます。引き続き、皆さんのご協力を宜しくお願いしま

す。 クラブの益々の発展と会員の皆様のご活躍を祈

念して乾杯！ 
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ＲＩ会長 Ｋ. Ｒ. ラビンドラン 会長 阪口 洋一   幹事 横出  廣   ＳＡＡ：千賀 知起 

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 

http://www.kainaneast-rc.jp   E-mail：info@kainaneast-rc.jp 

会長 阪口 洋一   幹事 横出  廣   ＳＡＡ：千賀 知起 



７．閉会点鐘 

 

次回例会 

第 1881 回 平成 28 年 7 月 4日(月) 

19:00～ 海南商工会議所 4F 

新年度初回 夜間例会 

 
 
 
 
小椋 孝一 君  阪口会長一年間、ご苦労様でし

た。また、７月より会長になら

れる上野山さん、一年間、頑張

って下さい。 

岩井 克次 君  ニコニコ少なかったので・・・。 

千賀 知起 君  つたないＳＡＡで申し訳ござい

ませんでした。１年間ありがと

うございました 

横出  廣 君  一年間、皆様方の御協力ありが

とうございました。 

阪口 洋一 君  一年間、本当にお世話になりあ

りがとうございました。 

花田 宗弘 君  台湾の彰化東南ＲＣの創立21周

年記念式典に行ってきました。 

宮田 敬之佑 君 会計に御協力を！ 

朝井 修 君  鱧、おいしいです。 

林 孝次郎 君  こんばんわ、今日も元気です。 

楠部 賢計 君    一年間、有難う。 

吉田 昌生 君  長い間、お世話になりました。 

山東 剛一 君  白内障の手術をしました。グラ

サンをかけていますが、よろし

く。 

谷脇 良樹 君    一年間、ご苦労様でした。 

中尾 享平 君    一年間、ご苦労様でした。 

重光 孝義 君  今日もご苦労様。 

中村 俊之 君  来年、親睦活動委員長です。よ

ろしくお願いします 

荻野 昭裕 君    一年間、ご苦労様でした。 

魚谷 幸司 君  土曜日に甲子園で野球します。

轟かせるようにガンバリます。 

岸  友子 君  いつも休んですみません。 

箕嶋 利一 君  土曜日、野球、頑張ります 

田岡 郁敏 君  野球、けがをしないよう頑張り

ます。 

倉橋 利徳 君  野球、頑張ります。 

綛田 さよ志 君 海南市の方より、許可を頂きま 

して地鎮祭をしました。 

上田 善計 君  ご苦労様でした。 

山畑 弥生 君  役員の皆様ご苦労様でした。あ

とは、私に任せて下さい！ 

土井 元司 君  一年間、ご苦労様でした。 

深谷 政男 君    一年間、ご苦労様でした。 

木地 義和 君    一年間、ご苦労様でした。 

桑添  剛 君    一年間、ご苦労様でした。 

宇恵 弘純 君    一年間、ご苦労様でした。 

上中 嗣郎 君    一年間、ご苦労様でした。 

中西 秀文 君    一年間、ご苦労様でした。 

山名 正一 君    一年間、ご苦労様でした。 

大江 久夫 君  来年は回る方へまわりますので、

よろしく！ 

上野山 雅也 君 今年は副会長、来年は会長、不

安とワクワク感の微妙な感じで

す。宜しく 

寺 下 卓 君  台湾のお土産配っていたので、

ニコニコ忘れました  

宮田 敬之佑 君 ニコニコの御協力、ありがとう

ございました。 

 
 
 
 
 

財団 100 周年記念イベント 
 
100 年前、1917 年のアトランタ大会で、当時のアー

チ・クランフ会長が「世界でよいことをする」ための

基金の設立を提案。最初に寄せられた 26 ドル 50 セン

トの寄付から、今日までに世界有数の財団に成長した。

そして、ロータリー財団は、これまでに 30 億ドル以

上をプログラムやプロジェ

クトに提供してきました。 

財団生誕の地で行なわれる

100 周年の祝賀は、「世界で

よいこと」をしてきた 1世紀

を誇りとともに振り返り、こ

れからの 1 世紀の課題を語

りあう最高の機会です。 

「私たちは、自分のためだけに生きるべきではあり

ません。誰かのために“よいこと”をする喜びのため

に生きるべきです」（ロータリー財団創設者 アー

チ・クランフ） 

「世界でよいこと」をしてきた 100 年 

1917 年、当時の会長ア

ーチ・クランフが「世界

でよいことをする」ため

の基金をつくるという

ビジョンを発表。ロータ

リー財団は、世界有数の

財団に成長し、何百万と

いう人のために人道的

支援を行ってきました。

世界中の人びとを支援

するロータリーの活動

は、支援者の皆さまから

の多大なご寄付によっ

て支えられています。 

100 周年度の財団の募金目標は 3億ドル。財団が多

くの人びとを支援していくため、どうか募金にご協力

ください。 

会報・広報・雑誌・IT 委員会    委員長：三木 正博   副委員長：寺下 卓   委員：大谷 徹  林 孝次郎  山田 裕之  重光 孝義 


