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吉田

篤生 会長

みんなさんこんにちは。3週連続で欠席してしまい申し訳ありませんでした。
先週はイタリア、先々週はインドネシア、先々先週は東京、高知、東京と出張続きの生活でした。
本日は例会の前に和歌山東ロータリークラブ創立60周年事業として、JR 和歌山駅前の和歌山市観光
案内図の寄贈式を行ってきました。
尾花和歌山市長はじめ市役所の方々、地図のデザインをして頂いた宮園さん、我がクラブからも20名
近い会員が集まり、TV 和歌山、わかやま新報も取材に来られ、盛大に除幕式を行うことができました。
次は来週末の記念式典です。御来賓の方々を含め、100人以上の人が集まる式典となりますので皆様ご協力の程よろし
くお願いいたします。

幹 事 報 告

乾

敦雄 幹事

来週2月21日（木）の例会は23日（土）60周年記念例会に変更となりますのでお間違いのないよう
よろしくお願いします。

委 員 会 報 告
60周年記念実行委員会

「MY ROTARY」への登録のお願い
上中

崇司 委員長

いよいよ60周年記念式典が来週行われ
ます。当日は和歌山市内８クラブの会長・
幹事様の他友好クラブであります松本空
港 R.C. からも20名以上の方がお見えにな
ります。
当日は皆様ご協力下さいますようよろ
しくお願い申し上げます。

国際ロータリー第2640地区 山本 進三 代表幹事
先日来、国際ロータリーのホームページ
「MY ROTARY」への登録をお願いしてお
りますが、当クラブは登録率60％を超えま
した。
地区内クラブでも上位の方ですが、もう
少し上を目指したいのでまだの方は是非ご
登録をお願いします。

皆出席表彰

米山奨学生
王 茹梦さんに
2月分の奨学金を
お渡ししました。

山本

進三さん

5年皆出席通算5年

おめでとうございます

お誕生日お祝い
山野 武彦さん（80才） 12月26日、徳川家康と同じ誕生日で、還暦からの成
人式を迎えました。傘寿の御祝いも頂きましてありがとうございます。
島 公造さん（74才） 色んな病気を経てきましたがそれを乗り越え好きなゴ
ルフが出来る喜びをかみしめています。今後もあらゆる困難を乗り越えていきます。

お め で とうござ い ます
❶

真実かどうか

❷

みんなに公平か

水谷 豊さん（52才） 2月23日ロータリーのお誕生日と一緒でご縁を感じま
す。来週の60周年は私の誕生日、
また来年からは天皇誕生日となり楽しみです。

❸

好意と友情を深めるか

❹

みんなのためになるかどうか

❶

真実かどうか

❷

みんなに公平か

卓話「私とロータリー」

米山奨学生（和歌山東RC） 王茹梦（ワン ルモン）
さん

米山記念奨学生になってからこの一年間、色々と体験で
きました。
2018年4月9日に米山記念奨学生の入学式を参加しロー
タリーファミリーになりました。4月23日に初めて地区協
議会に参加し、駐車場案内の仕事を任せられました。奨学
生たちとの仲が良くなりました。5月と6月に二回の卓話
練習を行いました。1回目の卓話練習会で皆さんの卓話を
聞いて、皆さんから沢山のアドバイスを頂いたら、二回目
の卓話が良くできました。また、元々人の前で話すのが苦
手なのに、卓話練習会を通して自信を持つようになりまし
た。5月27日に交流会 BBQ に参加しました。そこで、留
学生だけではなく、ロータリーと関連のある日本人の中
学生や高校生たちも集まってきました。皆さんと色々話し
たり記念写真を撮ったりすることでいい思い出になりま
した。9月29日の学友総会で、奨学生の先輩たちと出会っ
て、色々貴重な話を頂きました。10月28日の地区大会で、
奨学生たちは自分の民族服装を着てお土産等を展示しまし
た。11月21日に岬高校へワークショップをしに行きました。
普通の高校とちょっと違う高校ですが、いい勉強になると
思いました。11月17-18日の二日間米山研修旅行で熊野古

道や千畳敷やアドベンチャーワールドなどに行ってきまし
た。12月16日に Winter RYLA と米山奨学生クリスマス会
に参加しました。楽しい時間を過ごしました。この一年間、
皆さんとの異文化交流で自分の視野を広げました。
また、この一年間、和歌山東ロータリークラブにお世話
になっています。6月9日蛍狩りに行きました。有意義な
時間を過ごしました。12月22日にクリスマス家族例会に
参加しました。日本ではクリスマスを大事にすることがよ
く分かりました。今年の1月10日に新年行事を行いました。
日本文化への理解と関心を高めました。クラブの皆さんが
私のことをいつも心配してくれてクラブの一員として扱っ
てくれて本当に感謝しています。
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。
もう一度シェアするのは自分は現在このバラを受け取っ
ている嬉しさや感謝したいという気持ちを忘れずに、これ
から他の人を助ける力になれるように頑張っていきたいと
思っています。

にこにこ箱
八幡

建二さん

ありがとうございました

創立60周年おめでとうございます。出席

乾

出来ず申し訳ございません。

奥村 申二さん

敦雄さん

王さん本日の卓話よろしくお願いします。
ワンさん、卓話よろしくお願いします。

ご盛会をお祈りいたします。
（お誕生日お祝い）

田原

久一さん

休んでばかりですみません。

亀田

直紀さん

60周年記念事業が無事終了しました。本

山野

武彦さん

島

公造さん

う御座居ました。

日除幕式にご参加いただいた各位、これ
までご協力いただいた各位、ありがとう
雅哉さん

片岡 聖佳さん

水谷

観光案内看板すばらしかったです。
て、吉田会長が全くかまずすばらしいス

光英さん

吉田 篤生さん

豊さん

お誕生日のお祝いを頂いて。

本日の60周年記念事業の除幕式におい
（皆出席表彰）
山本

ピーチでした。
古屋

74才になりました。ガンとの戦いがんばっ
てます。

ございます。
赤井

誕生祝いに立派な御祝いを戴き誠に有難

除幕式無事終わりました。
本日和歌山市に創立60周年記念の観光
案内看板を寄贈させて頂きました。

本日の例会 2月23日（土）16：00 於ダイワロイネットホテル和歌山4F

3月7日
（木）

■アクロナイネン株式会社工場見学
メーキャップ

本日の累計…85,000円（計13名13件）
〔お誕生日お祝い…381,000円 皆出席表彰…30,000円
その他…925,803円 累計…1,336,803円〕

前回の例会

2月14日
（木）

■卓話「私とロータリー」

■創立60周年記念例会・式典
次回の例会

進三さん ５年皆出席通算５年

米山奨学生

■ロータリーソング
水谷
「和歌山県民歌」「四つのテスト」

（敬称略）

2月13日（水）和歌山東南 R.C.
2月7日（木）北海道2500ロータリーＥクラブ
田原 久一
2月15日（金）和歌山南 R.C.
2月8日（金）月信編集会議 和歌山東ロータリークラブ
山本 進三
2月20日（水）和歌山西 R.C.
創立／1959年2月23日
国際ロータリー第2640地区

王

茹梦さん

豊 ソング委員長

古屋 光英
内畑 瑛造
古屋 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）432-4343・FAX（073）432-4845
例会日 木曜日 12時30分
出席してください。
出席報告
32名/37名
86.5% 皆さん、
会報・広報委員会／樫畑 水谷
友洋 豊竹村出席委員長
克治
西岡 崇 1月31日
玉置（メーキャップ後）
博康
2月14日（本 日）

❸

26名/37名

好意と友情を深めるか

70.3%

❹

みんなのためになるかどうか

