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2019年１月 第３週 

  

  ２０１９年１月１８日（金） No.２７４６ 

 第２８０２回 例会 

 ○ ソング「みんなで大きな輪になって」 

         ―「親睦」・「奉仕」・「Ｉ ｓｅｒｖｅ」― 

 〇 年男の方々へのインタビュー 

     和歌山放送 アナウンサー 

          赤井 ゆかり 様 

 

  １月２５日（金） 

 ○ ソング「たきび」 

 〇 卓話「４つのテスト」 

          角谷 浩二 会員 

 四四 つつののテテスストト  （言行はこれに照らしてから）  ⅠⅠ真真 実実かか どどううかか  ⅡⅡみみんんななにに公公 平平かか  ⅢⅢ好好 意意 とと友友情情 をを深深めめるるかか  ⅣⅣみみんんなな ののたためめ ににななるるかかどどううかか   

2018-2019年度 RI会長 バリー・ラシン 「 BE THE INSPIRATION 」 

事務所 〒640-8215 和歌山市橋丁23 

          Ｎ-4ビル 2Ｆ 

 TEL(073)423-8822  FAX(073)423-8821 

 http://www.wminamirc.jp/ 

例会場 〒640-8156 和歌山市七番丁26-1 

 ダイワロイネットホテル和歌山 TEL(073)435-0055 

例会日 毎週金曜日 12時30分～13時30分 

前週の報告  ２０１９年１月１１日（日・祝） 

出席報告    会員７９名（出席規定適用免除会員１１名） 

 １月１１日   出席６０名  ホームクラブ出席者７５．９５％ 

１２月１４日   出席総数出席５７名（免除会員含み）確定出席率：７４．０３％ 

          （会員８１名 出席規定適用免除会員１１名（内出席７名） 

会長報告 

ガバナー     樫畑直尚  

幹事報告 

 新年明けましておめでとうござ

います。 

 昨年末のククリスマス家族会

におきましては、上西親睦活動

委員長を始め、委員の皆様に

は本当にお世話になりました。

楽しいクリスマス会を演出してい

ただきました。改めて御礼を申

し上げます。何よりも、私の念願

の『六甲おろし』をホントにサプライズで歌わせていただき

ましたこと、感謝いたします。ただ、私が叶えたいと思って

いるのは、例会の「ソング」で『六甲おろし』を歌うということ

であります。しかも、「阪神タイガース優勝のあかつきに」、

という条件がつくわけであります。これをなんとか三木年度

で実現したいと、今も貪欲に考えています。今年６月末ま

でに残されたチャンスは、セパ交流戦での優勝でありま

す。是非とも、ここに向けて、阪神タイガースを熱く応援して

いこうと、今年も性懲りもなく思っています。おかげさまで、

あの読売巨人軍ほどではありませんが、次のシーズンに向

けていい補強ができたかなと、何よりも、これは名前を伏せ

ますが、何処かの某球団のようにチームの精神的支柱であ

る「生え抜きの選手」を失うこともなく、戦力を上積みできた

と確信していますので、是非ともご一緒に応援よろしくお願

いします。 

 ということで、少し阪神タイガース、野球の話をさせていた

だきました。７月から１２月の半年間、会長報告はほぼロー

タリー関連のお話をさせていただきました。後半戦は少し

自分の仕事の事や、時事ネタも交えて会長報告をしようか

な、と考えていますのでよろしくお願いします。 

 最後に少しだけでもロータリーのお話しをして、締めたい

と思います。三木年度後半戦の活動ですが、１つ目の目

玉は、「青少年育成支援基金」の運営方針の道筋をつけ

る、ということです。特に「奨学金制度」について整理をして

今後の方針を立てたいと思います。今日の理事役員会で

早速審議が始まります。野島青少年育成委員長よろしくお

願いいたします。２つ目の目玉は、国際交流事業です。３

月に岡山ＲＣを５月には新済州ＲＣを訪問予定です。今ま

でとは少し趣を変えた訪問になる予定です。水城国際交

流委員長よろしくお願いいたします。そして３つ目の目玉

は、職業奉仕関連の会員卓話です。北芝職業奉仕プロ

ジェクト委員長並びの会員の皆様、卓話の依頼が委員長

からあれば、よろしくご協力をお願いいたしまして、新年一

回目会長報告といたします。 

『近隣ＲＣ例会変更のお知らせ』      

1月16日（水）和歌山西ＲＣラヴィーナ 

和歌山 12：00～12：30 

1月23日（水）和歌山西ＲＣ ラヴィーナ

和歌山 12：00～12：30 

1月30日（水）和歌山東南ＲＣルミエール
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委員会報告 

華月殿 12：00～12：30 

『近隣ＲＣ例会休会のお知らせ』 

1月30日（水）和歌山西ＲＣ 

 退会のお知らせ    

12月末日をもちまして 宮脇正明会員 丸山道博会員が

退会となりました。 

2019年1月11日（金）現在、79名となっております。会員数

が80名を切ってしまいました。会員皆様のご紹介よろしくお

願いいたします。 

 ロータリー米山奨学会より 

「50年のあゆみ」の本が届いております。受付に置いており

ますので、必要な方はお持ち帰り下さい。 

例会終了後、理事役員会を開催されます。理事役員の方

は出席宜しくお願いします。 

①雑誌・広報委員会 

井口善隆委員長 

ロータリーの友をご紹

介 さ せ て い た だ き ま

す。 

横組みのＰ6、ロータリーとはのコーナーを三木会長からご

説明いただいておりますが、今回はＰ7～15で職業奉仕に

関する投稿が並んでいます。 

縦組みのＰ21，和歌山南ロータリークラブ旗争奪少年野球

大会の記事が取り上げられました。 

ぜひご一読お願いいたします。 
 

②親睦活動委員会 橋本忠通副委員長 

秋の親睦旅行でのタヌキが返ってきまし

た。例会終了後、各自番号をかくにんし

て、持って帰って下さい。 

 

③国際交流委員会  水城実委員長 

来たる３月15日から１７日まで、台湾岡

山の姉妹クラブに公式訪問いたしま

す。岡山からのお申出にて、台北で一

緒に家族旅行を楽しみましょうということ

になりました。皆様の多数のご参加をよ

ろしくお願い申し上げます。 

連続出席表彰 

前窪貫志会員４９年  

大林久夫会員２９年  

島村辰彦会員２５年  

坂東利仁会員１０年  

乾杯の挨拶は 

野村壮吾直前会長 
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１月お誕生祝               

 

           ニコニコ箱 

 

 

本人誕生日・・・有田君・今西君・野村君・林（勇）君 

奥様誕生日・・・島村君・瀧本君・橋本忠美君・前嶋君・ 

          三木君 

事業所創立・・・生駒君・上西君・海堀君・島村君・林（芳）君 

入会記念日・・・庵田君・今西君・大林君・小野君・島村君・ 

          瀧本君・田中（祥）君・田辺君・成瀬君・ 

          野島君・坂東君・前窪君・前畑君・吉村君 

皆出席表彰・・・大林君・島村君・坂東君・前窪君 

海堀君・・・あけましておめでとうございます。昨年12月23日 

       にこれまで支援してきた子どもがプロボクシング 

       全日本新人王になりました。これからも一緒に 

       応援して頂けるとうれしいです。 

       よろしくお願いします。 

三木君・・・新年おめでとうございます。折り返し点が過ぎま 

       した。ゴールをめざして頑張ります。 

野村君・・・1月17日18:55～ＴＶ和歌山で和歌山で働く外国 

       人の紹介をしていただきます。昨年の社会奉仕 

       事業ご協力ありがとございました。 

柴田君・・・あけましておめでとうございます。 

       今年も宜しくお願いします。 

田中（祥）君・・・三木会長、柴田幹事に親睦委員会慰労で 

          ごちそうになって。 

吉村君・・・今年もソングがんばります。 

岩井君・・・会長、幹事、大林さん、上西先生、ﾋﾞｼｬﾘさん、 

       ごちそうさまでした。 

       丸長さんのカニおいしかったです。 

藤林君・・・柴田幹事、上西先生ごちそうさまでした。 

プラス8・・・今年はどんなピンクティーが出来るのか～ 

       ～！！まあほどほどにして下さいネ。 

    

－三木会長・林SAA委員長・柴田幹事絵付け狸を披露－ 

1月お誕生祝の皆様です。 

親睦委員会メンバー 
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2018-19年度 第６回ラジオ放送 

  ゴルフ同好会 

ゴルフ同好会、１月度月例、

通算667回が１月13日（日）和

歌山カントリークラブにて開催

されました。 
 

優勝は、大桑祥嗣会員でし

た。 

次 回  2 月 月 例 は、2 月 ３ 日

（日）和歌山ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞにて

開催しますので多数の方のご

参加お願いします！ 

 2019・1・8 

 第118回例会 

☆次回開催日 

  2月5日（火） 

番組名 ：和歌山放送ＷＢＳ１４３１ 

      “小田川和彦の全開！ 

 火曜日” 〔コーナー：人間万歳〕 

提供：和歌山南RC 

放送日：平成３０年１２月２５日（火） 14：00頃～約20分 

出 演 者：和歌山市医師会在宅医療サポートセンター 

       大平 裕子 様 

ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨｰ：小田川和彦さん 

  カラオケ同好会 


