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  ２０１９年１０月２５日（金） No.２７８３ 

 第２８３９回 例会 

 ○ ソング「紅葉」 

 〇 卓話「My Story～私が日本に来た理由～」 

     米山奨学生  

        グェン ティ トゥ チャンさん 

  

  １１月 1日（金） 

 ○ ソング「君が代」・「奉仕の理想」 

 〇 卓話「もう一つのオリンピック、スペシャル 

    オリンピックス」 

    スペシャルオリンピックス日本・和歌山 

       事務局長 

           大田 昌彦 様 
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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１０月１８日（金） 

出席報告    会員７９名（出席規定適用免除会員１０名） 

          出席４６名  ホームクラブ出席者５８．２３％ 

和歌山南和歌山南和歌山南和歌山南RCRCRCRC    山田山田山田山田    守会長守会長守会長守会長    会長報告会長報告会長報告会長報告    

ガバナー     中野 均 

本日の本日の本日の本日のプログラムプログラムプログラムプログラム    

こんばんは 

先般の台風19号により甚大な

被害に遭われました皆様に心よ

りお悔やみとお見舞いを申し上

げます。いつ和歌山に特大台

風が接近しても大丈夫なよう

に、日頃から物心の準備をして

おきましょう。 

ラグビーワールドカップで日本

がスコットランドに勝利し、予選

Aグループ１位で通過、決勝戦は、明後日南アフリカ戦で

ベスト4をかけて戦います。是非勝ってほしいいです。 

さて本年度和歌山南ＲＣ会長を務めます山田 守と申しま

す。よろしくお願いい たします。   

本日は、城南ＲＣとの合同例会ということで曽和勝彦会長、

東徹幹事はじめ29名の会員の皆さま方にお越しいただい

ています。そして米山奨学生の張博洋さんもお越しいただ

いています。 

併せて心より感謝申し上げます。ありがとうございます。 

さて城南ＲＣは、子ども暗唱大会を主催されていると聞いて

いますが、個人ごとですが私が最近すぐ忘れてしまいま

す、忘れない方法、すなわち脳の強化方法、を教えていた

だけたらと、思っています。よろしくお願いします。 

一昨日第二回和歌山市養護施設等協議会を、こばと学園

で実施し、出席してまいりました。 

その中の主な議題で、日帰りショートステイについて、イン

ターンシップについて、喪服の寄付について、でした。緊

急の課題として必要に迫られた葬儀に、喪服を購入する

お金がない、といことで施設側から使用しなくなった喪服

を寄付してほしいという依頼がありました。 

男女、サイズなんでもＯＫです。ご協力をお願いたします。 

もちろん城南ＲＣの会員様のご協力があればなおさら心強

いです。 

よろしくお願いいたします。 

最後になりましたが、本日は親睦委員会のもとで、ベリー

ダンスチーム「ヤッラー・ヤッラーベリーダンスチーム」が出

演してくれます。 

どうぞ皆さまお楽しみいただき、そしてお互いの親睦を深

めてください。 

１０月・食欲の秋・の旬の食べ物 

サツマイモ、リンゴ、ウナギ（天然）、サンマ、カボチャ、柿 

以上をもって会長報告とさせていただきます。 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    

城南ロータリークラブのみなさん、本日はようこそお越し下

さいました。 

短い時間ではありますが懇親を深めたいと思いますので

よろしくお願いいたします。  

本日の幹事報告は以上です。 



 

 

２０１９－２０２０年度テーマ：「 参加してロータリー活勣を楽しもう 」 

和歌山城南和歌山城南和歌山城南和歌山城南RCRCRCRC    曽和勝彦会長曽和勝彦会長曽和勝彦会長曽和勝彦会長    会長報告会長報告会長報告会長報告    

皆さん今晩は、本年度の和歌

山城南RC会長を務めます曽

和勝彦です。 

宜しくお願い致します。 

改めて、先日の台風19号で甚

大な被害を受けた、東日本の

方々に心よりお悔やみとお見

舞いを申し上げ、1日も早い復

旧、復興をお祈りします。 

本日は、恒例の年に一度の和歌山南RC様と私共和歌山

城南RCの合同例会と言うことで、山田会長、北畑幹事をは

じめ南RCの皆様には大変お世話になり、有難うございま

す。宜しくお願い致します。 

さて私共和歌山城南RCは、和歌山南RCをスポンサークラ

ブとして1988年3月24日に誕生致しました。おかげさまで本

年度で32年を迎えることが出来ます。 

和歌山南RCさんからみたら城南RCはまだまだ歴史も浅く

小さなクラブですが、会員数も今現在46名で市内9RCの中

でも、三番目に多い会員数になっており、平均年齢も60歳

位です。私は平均年齢よりも下ですが、今後、我々の世代

が、次世代で今迄当クラブを築きあげて下さった、諸先輩

方に少しでも楽になって頂けるように、そして南RCさんのよ

うに、40周年～50周年を迎えられる歴史のあるクラブにと

思っておりますので、どうか今後とも変わらぬご指導ご支援

を宜しくお願い致します。 

本年度も継続事業である第14回子ども暗唱大会を12月14

日(ビッグ愛)で開催する予定です。「和歌山市の子供の国

語力向上をめざして」と、ひいては新世代を担う人材の育

成に寄与したいと考えております。ぜひ一度会場にお越し

下さい。 

また今宵はこの意味のある合同例会で、両クラブの皆様で

ご歓談頂き、奉仕の理念にのっとり交流を深めて頂ければ

幸いです。本日は有難うございました。 

懇 親 会 

乾杯の挨拶乾杯の挨拶乾杯の挨拶乾杯の挨拶 

和歌山南和歌山南和歌山南和歌山南RCRCRCRC        

三木菊夫直前会長三木菊夫直前会長三木菊夫直前会長三木菊夫直前会長    
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合同夜間例会合同夜間例会合同夜間例会合同夜間例会    

和歌山城南和歌山城南和歌山城南和歌山城南RCRCRCRC    

東東東東    徹徹徹徹    幹事幹事幹事幹事    

和歌山城南和歌山城南和歌山城南和歌山城南RCRCRCRC    

武野英紀武野英紀武野英紀武野英紀SAASAASAASAA委員長委員長委員長委員長    

和歌山南和歌山南和歌山南和歌山南RCRCRCRC    

北畑博史北畑博史北畑博史北畑博史    幹事幹事幹事幹事    

和歌山南和歌山南和歌山南和歌山南RCRCRCRC    

岡崎全雄岡崎全雄岡崎全雄岡崎全雄SAASAASAASAA委員長委員長委員長委員長    

2019年10月18日（金） 

於：ﾀﾞｲﾜﾛｲﾈｯﾄﾎﾃﾙ和歌山 
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                            ニコニコ箱ニコニコ箱ニコニコ箱ニコニコ箱 

 

入会記念日・・・田村君 

 

和歌山城南RC岡本浩様・・・ガバナー年度にはお世話に 

                  なりました。 

和歌山城南RC曽和勝彦様・・・本日は、和歌山南ロータ 

            リークラブの皆さん宜しくお願いします。 

和歌山城南RC東とおる君・・・本日 南ロータリークラブの 

                   皆様よろしくお願いします。 

和歌山城南RC武野英紀様・・・本日は、お世話になります。 

山田守君・・・城南RCをお迎えして！ 

豊田君・・・和歌山城南ロータリークラブの皆さまをお迎え 

       して。 

北畑君・・・先週はお休みしてすみませんでした。 

      水城さんお世話になりました。 

岡崎君・・・城南RCの皆様 本日はよろしくお願いします。 

橋本忠美君・・・昨日ボナリ高原ゴルフクラブで本年100ラウ 

         ンド達成しました。 

北畑君・・城南RCのみなさん本日はよろしくお願いします。 

SAAソング委員会・・SAAソング委員会親睦会残金として。 

 

  計 ￥28,500 -  累計￥1,077,370 - 

アトラクションアトラクションアトラクションアトラクション    ヤッラーヤッラーベリーヤッラーヤッラーベリーヤッラーヤッラーベリーヤッラーヤッラーベリー    

                ダンスチームダンスチームダンスチームダンスチーム    


