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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 
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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１２月２２日（日） 

出席報告    会員７９名（出席規定適用免除会員１０名） 

          出席66名  ホームクラブ出席者83．54％ 

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    

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    

  

 ２０２０年１月１７日（金） 

 ○ ソング「四つのテスト」 

 〇 年男・年女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 

先週もご案内しましたが、次週

２７日と年明け１月３日の例会

はクラブ定款第８条 第一節に

基づき理事会の決定を経て休

会と致します。新年初例会は１

月１０日となります。また、事務

局は１２月２６日（木）より１月５

こんにちは 

本日は、ロータリー上半期の打

ち上げ日であり、そしてクリスマ

ス家族会です。 

会員の皆様、ご家族の方々、そ

して関係者の皆様方、多くの

方々の参加を頂いています。 

さて早いもので、ロータリー

は、7月1日から始まり、ほぼ半

年が経ちました。 

少しひも解いてみると、7月には、恒例の中野ガバナーを

お迎えしての例会を開催し、「参加してロータリー活動を楽

しもう」を発表されました。 

そしてその二日後には、恒例の納涼家族会が、テニスセン

タ－和歌山西浜校で開催し、花火大会を見学、80余名の

参加者があり、多くの家族とお互いの親睦を深め、そして

大いに盛り上がりました。 

9月には会員5名でミャンマーに保育園の建設のため

の、現地調査に行ってまいりました。 

村に到着すると、村人全員が集合し、笛太鼓を鳴らした歓

迎ぶりには、涙がこぼれるぐらいに感動しました。支援する

喜びを参加者全員が全身で感じ取ったと思います。 

来年2月に再度ミャンマ－へ調印式に行きます。 

是非皆様、アジアの未開地ミャンマーに御一緒に行きま

しょう。 

また9月、10月には恒例の雑賀球場での西支部児童野

球大会、東照宮での小学生柔道大会を主催しました。真

ん前での子供たちの全力で戦う姿を見て感動し、少年少女

のスポ－ツを通じての人間形成の大切さを実感しました。 

また11月には、つつじヶ丘テニス場での開催の、ねんり

んピック和歌山テニス大会に、和歌山の特産物を選手、応

援の方々、ボランティアの皆様に無償提供し、ロータリーの

存在感を全国に発信しました。 

そして先日の恒例の秋の家族旅行では、観光バスを

チャーターし名古屋に行き、お互いの親睦を大いに深めて

頂けたと思っています。 

私はいつも親睦がロータリーの中枢だと思っています。 

中野ガバナーのテーマ「参加してロータリー活動を楽しも

う」です。来年の下半期も積極的に事業に参加しましょう。

よろしくお願いいたします。 

知って得する豆知識 

今日は冬至で、一年で最も日照時間が短い日という特徴

的な日です。 

そして冬至には「カボチャ」を食べると良いと言われます

が、脳卒中の予防や風邪をひかないとか、金運に恵まれる

言い伝えがあるらしいです。 

以上をもって会長報告とさせていただきます。 
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委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告 

②青少年育成委員会 

 海堀 崇委員長 

本日のクリスマス例会に旭学園

宮里園長先生、永廣拓也さん、

前田希穂さんをお迎えしまし

た。奨学生のお二人は日々勉

学等に励んでおられる様子で

す。永廣さんは、やがてエンジ

ニアになって社会に貢献できるようになることを目指してお

られ、前田さんは、保育士の目指して次世代につながる仕

事に就こうとされています。奨学金制度によって次世代に

つながっていける支援となっていると感じられるところで

す。 

日（日）まで年末年始休暇となり １月６日より業務を再開さ

せていただきます。 

尚、その間の緊急連絡は 幹事 北畑へお願い致します。 

 本日、第３４回ラジオチャリティミュージックソン協賛の募

金箱を各テーブルに回させていただきますのでご協力のほ

どよろしくお願い致します。  

①国際奉仕委員会 

 水城 実 委員長 

2月14日から私たちは愛を乗せ

てミャンマーに旅立ちます。今の

ところ山田会長、樫畑会員、野

村会員、堀井会員、大江会員、

坂東会員、宮本会員、水城の8

人がエントリーしています。まだ

枠がありますのでどうかふるって

のご参加宜しくお願い致します。

また2月の開園式にはミャンマーの青い空に日本の鯉のぼ

りをはためかせ日本とミャンマーの親交を温めてゆきたいと

考えています。有難うございました。 

青少年育成基金奨学金奨学生青少年育成基金奨学金奨学生青少年育成基金奨学金奨学生青少年育成基金奨学金奨学生    

永廣拓也君スピーチ永廣拓也君スピーチ永廣拓也君スピーチ永廣拓也君スピーチ    

青少年育成基金奨学金奨学生青少年育成基金奨学金奨学生青少年育成基金奨学金奨学生青少年育成基金奨学金奨学生    

前田希穂さんスピーチ前田希穂さんスピーチ前田希穂さんスピーチ前田希穂さんスピーチ    

本日は、旭学園 施設長 宮里裕子様にもお越し頂きまし

て、永廣拓也君、前田希穂さんへの当クラブの支援に対し

てのお礼を言葉を頂きました。 

米山奨学生米山奨学生米山奨学生米山奨学生    

当クラブ米山奨学生グエン ティ トゥ チャンさん、 

和歌山西RC：米山奨学生エー タンダー ナインさん 

が、本日のクリスマス家族例会に参加しました。 

チャンさんには、会長より12月奨学金をおわたししました。 
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                            ニコニコ箱ニコニコ箱ニコニコ箱ニコニコ箱 

 

 

本人誕生日・・・江口君 

奥様誕生日・・・岩本君・江口君 

入会記念日・・・江口君 

豊田君・・・令和元年 無事に過ごすことができました。 

       メリークリスマス。 

岡崎君・・・長いようで短かった半年、後半戦も頑張ります。 

       メリークリスマス！！ 

橋本忠美君・・・本日も医師会ゴルフで年間120ラウンド達 

          成！！でも体はボロボロで来年は足と歯 

           の治療に専念します。 

北畑君・・・メリークリスマス！！家族みんな楽しみにして 

       います。 

栗本君・・・チャンさん、ナインさんクリスマス例会に 

       ようこそ。 

山田守君・・・クリスマスを楽しみましょう！ 

海堀君・・・旭学園宮里園長先生、奨学生永廣君、 

       前田さんをお迎えして。 

江口君・・・例会欠席お詫び。 

 

      計 ￥44,000 -  累計￥1,634,390 - 

１２月お誕生祝１２月お誕生祝１２月お誕生祝１２月お誕生祝    

ご報告ご報告ご報告ご報告 
募 金 箱 へ の 寄 付 金 は、11/15 ￥2,500-、11/22 ¥4,500-、

12/6¥782-、12/6¥73,191-計¥80,973-でした。 

47,258円でした。 

和歌山放送様にチャリティミュジックソン協賛金55,000円を

お渡し残りの¥25,973-は奉仕会計に戻しました。 

また毎日新聞大阪社会事業団の歳末たすけあい運動寄付

については、今年も締め切りが早かったので社会奉仕プロ

ジェクトより10,000円を支出し送金致しました。 

皆様のご協力に感謝致します。 

乾杯の挨拶 

野村直前会長 

懇親会の司会 

岩井親睦委員長 

閉会の挨拶 

上西副会長 
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