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第 1502 回例会 19年 10 月 1日(月) 
    海南商工会議所   18：30～ 

 

１．開会点鐘          会長 山名正一 
２．国歌斉唱          「君が代」 
３．ロータリーソング      「四つのテスト」 

４．出席報告  

会員総数63名 出席者数48名 出席免除会員1名 

  出席率 70.59％ 前回修正出席率 82.35％ 

 

５．会長スピーチ         会長 山名正一 
９月１２日のカバナー

公式訪問以来の例会です。

サマータイムも終わり、今

月より夜の例会は６時３

０分開始となります。 

９月１２日、平原ガバナ

ーの公式訪問が海南３ク

ラブ合同で、海南クラブさ

んにお世話していただき、

皆様のご協力で無事終え

ることが出来ました。 前段の会長幹事会もガバナー

補佐・代表幹事の同席の元、和やかのうちに終えまし

たことを報告いたします。 

 １７日の敬老の日には社会奉仕委員会の皆様と共

に小野田の白寿荘へ慰問に伺い健康器具等を寄贈し

てまいりました。皆様に大変喜んでいただきました。 

 ２４日には地区内のイースト会ゴルフコンペが開

催されました、６クラブが参加され当クラブが団体２

位となりました。 

 １６日のクラブ職業奉仕委員長会議には吉田委員

長に代わり、私が出席しました。 

 今月は米山月間と職業奉仕月間です。米山奨学金の

寄付について、東南アジアからの留学生を受け入れる

ための奨学金の原資となるものですので会員皆様の

ご協力をお願いいたします。 職業奉仕については、

各自が自分の職業に誇りを持ち、職業倫理の高揚に努

め、品位を高めることに努めていただきたいと思いま

す。 

 一昨日の金曜日の夜、会員である中尾享平さんの会

社倉庫が隣家の火災の煽りで相当な被害を受けまし

た。明日、幹事の上芝さんとお見舞いに行ってきます。

来週の例会は体育の日で休会となります。 １１日～

１４までの４日間、WCS でフィリピンのマンダウエ・

イイーストクラブを訪問します。当クラブより７名参

加します。帰国後、報告いたします。 

 

６．幹事報告 

○メーキャップ 
 海南西 RC  中村雅行君 9/13 
 和歌山東 RC 中村雅行君 9/27 
 堺 RC    平尾寧章君 9/29 
 
○例会臨時変更のお知らせ 

 粉河 RC      10 月 3 日(水)→10 月 3 日(水) 

 午後 7時～ 粉河商工会 2 階 

      外部卓話「職業奉仕について」 

         地区職業奉仕委員長 角谷浩二様 

 和歌山 RC    10 月 12 日(金)→10 月 11 日(木) 

   18:30～ ダイワロイネットホテル 

        (ガバナー公式訪問) 

 岩出 RC      10 月 18 日(木)→10 月 18 日(木) 

    12:30～ 貴志川線伊太祁曽駅 

 おもちゃ電車例会 

 和歌山中 RC  10 月 19 日(金)→10 月 19 日(金) 

 18:30～ ロイヤルパインズホテル 

 (サンペロド RC 歓迎家族例会) 

 和歌山東南 RC 10 月 31日(水)→10月 26日(金) 

 18:30～ ホテル太公望 

○休会のお知らせ 

 和歌山東南 RC 10 月 10 日(水) 

 粉河 RC    10 月 17 日(水) 

  

７．委員長報告 

○社会奉仕委員会       委員長 山畑弥生君 

９月１７日の敬老の日に白

寿園を訪問し、健康器具をプレ

ゼントしました。 

出席者は、山名会長、山畑委

員長、宇恵副委員長、塩崎君、

花畑君、阪口君です。 

寄贈品は、健康器具で、  

①踏み台昇降セット(1セット)

足腰の衰えを予防し、歩行能力
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の改善②スカッ

トボールセット

(1 セット)遊び

ながら自然に身

体を動かすこと

により、身体機

能の維持向上③

フットマッサー

ジャー(3 台)ふ

くらはぎ 足裏 マッサージ④ミニモミマッサージ

器(3 台)⑤全身マッサージ器(中古品)(1 台)です。 

 なお、③のフットマッサージャーと④ミニモミマッ

サージ器は、クロシオ(株)深谷さんより、また、⑤全

身マッサージ器は山名会長から寄附して頂きました。 

寄附の合計金額は約￥200,000 相当になります。ご

協力ありがとうございました。中村雅行広報委員長に

お願いして、和歌山新報に掲載していただきました。 

また、海南市社会福祉協議会(新垣会長)に協力して、

今度、道路の清掃活動に参加します。皆さんの参加協

力をお願いします。 

 

○ＷＣＳ委員会   地区ＷＣＳ委員 寺下 卓君 

 9 月２２日に地区のＷＣＳ

委員会及び委員長会議があ

り、出席いたしました。その

中で本年度の地区ＷＣＳ海

外視察の訪問先がフィリピ

ン・セブ島に決定いたしまし

た。当クラブが世話役となり、

第 3860 地区のマンダウエ・

イーストＲＣに受入れても

らうことになりましたので、皆さんのご協力をお願い

します。 

 また、１０月１１日から１４日まで、ＷＣＳの視察

で、同クラブを訪問いたします。訪問メンバーは、山

名会長はじめ、新垣君、林君、深谷君、花田君、阪口

君、寺下と雑賀さん（御坊東ＲＣ）の８名が参加しま

す。昨年の中古パソコンの寄贈によるＩＴ教育支援、

レイテ島復興支援のプロジェクトを視察いたします。 

 参加のみなさんは、例会終了後、お集まりください。 

 

８．次回例会 

第１５０３回例会 平成１９年１０月１５日（月） 

12：30～ 海南商工会議所４F 

 

９．閉会点鐘 

 

 

 

 

 

○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 

１８日  山本敬作君    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 

１４日 大川淳子様   ２０日  岩井まり子様 

２４日 瀬藤憲康様  

○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  

１３日 田中昌宏君    １５日 山野 明君  

１７日 上芝良造君   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  

○一般ニコニコ 

山畑弥生君  ９月１７日の白寿園の訪問にご参加

のみなさん。有難うございました。 

新垣 勝君  社会福祉協議会の清掃、赤い羽根の

募金等、ご協力有難うございます。

また、来月は米山月間です。よろし

くお願いします。 

上田善計君  今年はいろんなことがありました。

娘の結婚、孫の誕生。今度は息子が

結婚します。 

宮田敬之佑  家内が他界して、約 2年になります。 

       一昨日、墓を建てました。 

宇恵弘純君  ＲＣ野球部の昨年の甲子園出場では

クラブに大変お世話になりました。

先日、皆で今後も続けていくこと決

定しました。会費も集め、毎月 2 回

の練習を行い、健康の増進も含め、

甲子園の予選突破を目指して頑張り

ますので、よろしくお願いします。 

金川龍一君   10/28に海南医師会60周年を記念し

て、小野田寛郎さんの講演会を開催

いたします。御参加よろしくお願い

します。 

山田耕造君   緑化センター写真展と海南市美術展

で入賞する事ができました。花畑さ

ん、角谷さんにお世話になりました。 

山東剛一君   アルコール類がうまい季節になりま

した。 

塚本義信君  きのうＫＦ会でお世話になりました。

谷脇さん、田村健さんありがとう。 

上芝良造君  9/17 欠席しましてすみません。 

新垣 勝君  １日聞ですが、新聞に写真が・・・・ 

吉野 稔君  イーストゴルフコンペにて、山名会

長にお世話になりました。 

山名正一君  ガバナー公式訪問、ご協力ありがと

うございました。又、昨日のＫＦ会、

楽しくプレーさせて頂きました。 

阪口洋一君  先日、花田さんに船に乗せて頂きま

した。ありがとうございました。 

花田宗弘君  クロス会の皆様にお世話になりまし

た。 

寺下 卓君  地区ＷＣＳ委員長会議に（9/22）出

席しました。 

会報・ＩＴ委員会 委員長 塩崎 博司 副委員長 大谷 徹 小椋 孝一 上田 善計 寺下  卓 山田 耕造  的場 賢美


