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みなさんこんにちは。会長報告をさせて頂きます。
豪雨が過ぎたと思ったら、異常な暑さですが皆さんお体は大丈夫でしょうか。
この火曜日に校外学習を行った小学生が熱中症で亡くなったり、経験したことのないような猛暑となってい
ます。気温が上がり過ぎて日陰でも熱中症になるそうなので、皆さんお気を付けください。
また西日本を襲った豪雨災害ですが、当クラブとしまして義捐救済基金より10万円を支出させて頂きます。
豪雨災害については、国際ロータリー2640地区より支援の要請が来ています。広範囲にわたる災害ですので、
分母を大きくして広範囲に支援できるよう地区を通じて支援させて頂きますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。
先週7月10日に和歌山ロータリークラブを訪問してきました。和歌山ロータリークラブには何度かメーキャップさせて頂いた
ことが有ったのですが、あらためて当クラブとの違いを感じました。
先々週訪問した和歌山北ロータリークラブもそうだったのですが、和歌山ロータリークラブは開会前の12時20分頃から食事
が始まります。前に座っている会長・幹事・ＳＡＡらもテーブルで食事を頂いていました。
前で食事をするのは案外寂しいものなので、機会があれば和歌山ロータリークラブのような皆さんと同じテーブルで、早め
に食事を始めるというスタイルも試してみたいな、と思いました。
また、和歌山ロータリークラブでは例会の司会進行を全て会長が行うという形式でした。スポンサークラブである神戸ロータ
リークラブの形式を真似た伝統であるとのことですが、これは真似したくないなと思います。
それと13日には市内9RC の会長幹事会がありました。今年は和歌山北ロータリークラブが40周年となっております。
以上会長報告でした。

幹 事 報 告

乾

敦雄 幹事

８月９日（木）細川さんの歓迎会を開催しますので
ご出席よろしくお願いします。

お誕生日お祝い
和歌山北ロータリークラブより

ご挨拶

会長

有田

佳秀さん ・ 幹事

山下

茂男さん

本日は、新年度のご挨拶のため、和歌山東ロータ
リークラブに参りました。和歌山北ロータリークラブ
会長の有田です。
東ロータリークラブは、本年度が創立60周年にあ
たる年であるときいています。おめでとうございます。
わが北ロータリークラブも40年前に東ロータリーク
ラブを親クラブとして誕生いたしました。本年度が40
周年になります。
この節目の年にあたり、会長として、山下幹事はじ
め会員の協力を得ながら充実した１年になるよう努
力する所存ですので、東ロータリークラブの皆さんに
もご協力のほどよろしくお願いいたします。本日はご
挨拶の機会を与えていただきありがとうございました。
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飯沼

武さん
（54才）

武田

慎介さん
（52才）

だんだん自分がいくつなのかわ
からなくなってきました。
ロータリー活動これからもがん
ばります。
まじめな52才として頑張ります。

お め でとうございます

米山功労者第２回マルチプル表彰

好意と友情を深めるか

角谷

芳伸さん

おめでとうございます
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卓話「ユニークな私」

米山奨学生

出身地：中国の浙江省
衢州市
故郷衢州の名産は三头

一 掌（Santouyizhang）、
龙游发糕（非物質文化遺

産 Longyoufagao）、衢州
柑橘（Quzhouganju）な
どがあります。
名 所 旧 跡 は 龙 游 石 窟（Longyoushiku）
、烂柯山
（Lankeshan）
、 孔 氏 南 宗 家 庙（Kongshinanzongjiamiao）
などがあります。
衢州は現在観光地として宣伝しています。
ま た、 現 在 中 国 で は、 お 支 払 い 方 法 と し て Alipay と
Wechat pay が流行しています。バスに乗るとき、自転車
を借りるとき、タクシーを拾うとき、買い物するときなど

色々な領域に使われています。財布を持たずに携帯だけで
あちこちにいける時代になるともいえるでしょう。
趣味は読書で、特に東野圭吾の本が好きです。また、宮
崎駿のアニメも大好きで、何度も読んでも飽きません。
特技はペタンクで、高校三年間練習したり試合に参加し
たりしました。ペタンクは南フランスのプロバンスで生ま
れたゲーム。一人対一人、二人対二人、三人対三人などで
行われ、6～10メートル離れた木製の球目がけてほうって、
いかに近づけるかを競う。ルールはカーリングとよく似て
います。ペタンクをすることで、自分に自信をつけるよう
になりました。
中国のことわざ：送人玫瑰，手留余香
意味としては、バラを人に送った後も、自分の手に香り
が残るように、人の力になることでも、自分でも何かホク
ホクするという嬉しい気持ちになります。

にこにこ箱

ありがとうございました

和歌山北ロータリークラブ
会長 有田 佳秀さん・幹事 山下 茂男さん
１年間よろしくお願いします。
島
公造さん 吉田会長はじめ新内閣、今年一年よろしく
お願いします。
島
公造さん きれいな妻に花をお送りいただきありがと
うございます。
島
公造さん 病との戦いはこれからです。がんばります。
田原 久一さん 20日（明日）からフォルテワジマにてカン
ボジアの孤児院の絵画展がおこなわれます
ので、ご参加下さい。
角谷 芳伸さん 米山功労者いただきました。ありがとうご
上中

ざいます。
崇司さん 休んでばかりですいませんでした。
王さん、卓話がんばって下さい。

本日の例会

古屋
吉田

光英さん 王さん、卓話がんばって下さい。
篤生さん 有田会長、山下幹事、本日はありがとうご
ざいます。ゆっくりおすごし下さい。
王さん、勉強がんばって下さい。
乾
敦雄さん 北クラブ会長有田様、幹事山下様、本日は
ありがとうございます。
奥村 申二さん 本日もよろしくお願いします。
（お誕生日お祝い）
飯沼
武さん 何才になったか考えないとわからなくなりま
した。
武田 慎介さん 誕生日お祝いありがとうございます。まじめ
な52才をめざします。
本日の累計…59,000円（計12名13件）
〔お誕生日お祝い…31,000円 その他…139,000円 累計…170,000円〕

7月26日
（木）18：30〜 於サンクシェール

■夜間例会（ビアパーティ）
次回の例会

王茹梦（ワン ルモン）
さん

前回の例会

7月19日（木）

■卓話「ユニークな私」
8月2日
（木）

■クラブフォーラム
「会員増強」
■卓話「会員増強について」
国際ロータリー第2640地区会員増強・維持委員長 川口 正さん

米山奨学生

王茹梦さん

■ロータリーソング
水谷 豊 ソング委員長
「それでこそロータリー」「和歌山県民歌」
■ビジター紹介
上中 崇司 親睦委員長
和歌山北ロータリークラブ 有田佳秀さん、山下茂男さん

メーキャップ

（敬称略）

７月４日
（火）地区情報規定委員会 山本 進三
７月18日
（水）和歌山西 R.C. 内畑 瑛造、古屋
７月14日
（土）R.I. 第3ゾーンＲ戦略計画推進セミナー 山本 進三
７月19日
（木）和歌山城南 R.C. 山本 進三
７月17日
（火）ローターアクト委員会 山本 進三
７月20日
（金）和歌山南 R.C. 山本 進三
７月17日
（火）和歌山 R.C. 村田 和歌山東ロータリークラブ
昌之
７月20日
（金）和歌山中 R.C. 山本 進三
創立／1959年2月23日
国際ロータリー第2640地区

光英

例会場／ダイワロイネットホテル和歌山 〒640-8156 和歌山市七番丁26-1 TEL（073）435-3333・FAX（073）423-0057
会員数 41名
（内出席規定適用免除会員9名）
事務局／〒640-8142
和歌山市三番丁6関西電電ビル5Ｆ
TEL（073）
・FAX（073）
432-4845
７月19日
（本 日） 432-4343
26名/36名
72.2％
例会日 木曜日 12時30分

出席報告
会報・広報委員会／樫畑 水谷
友洋

克治
西岡
豊竹村出席委員長

崇 ７月５日
玉置 （メーキャップ後）
博康

❸

27名/36名

好意と友情を深めるか

75％

❹

皆さん、出席してください。

みんなのためになるかどうか

