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2012～2013年度  和歌山東ロータリーのテーマ

2012～2013年度  国際ロータリーのテーマ

‘確信と絆で作ろう、希望の未来へ！！ 今日より一歩’
「奉仕を通じて平和を」
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1. 真実かどうか　2.みんなに公平か　3. 好意と友情を深めるか　4.みんなのためになるかどうか

出 席 報 告 会員数 ４４名（内出席規定適用免除会員１７名） 　山東　勝彦 出席委員長
皆さん、出席してください。

12月15日（本　日） 29名 85.3％ 11月29日（メーキャップ後） 32名 86.5％ （欠席5名）

２０１３－２０１４年度  第１回  理事・役員会
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

日　時　　２０１２年１２月１１日（火）　午後６時３０分～　　場　所　　がんこ六三園
議　題　　①次期ＳＡＡ、次期副ＳＡＡ選出について
　　　　　 村田次期会長より、次期ＳＡＡ佐藤義記会員、次期副ＳＡＡ、瀧川嘉彦会員を推

挙し、満場一致で可決、決定された。

理事・役員氏名 出欠 理事・役員氏名 出欠 理事・役員氏名 出欠
村田　昌之 ○ 吉田　篤生 ○ 佐藤　義記 ○
八幡　健二 × 乾　　敦雄 ○ 瀧川　嘉彦 ×
赤井　雅哉 × 島　　公造 ○
田原　久一 ○ 上中　崇司 ○
笹島　良雄 ○ 谷口　文利 ○

本日の累計  119,500円（計29名　32件）〔お誕生日お祝い　251,000円　  皆出席表彰　15,000円　  その他　1,192,160円　　累計額　1,458,160円〕

ありがとうございました

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  島　公造 会長　　会長報告
　皆さんこんばんは。早くも十二月私の期も半分終わりになってきました。本日は親睦委員会の
おかげで、すばらしいクリスマス会の準備ご苦労様でございます。また御家族のみなさまよくぞ
いらっしゃいました。本日のクリスマス会大いに楽しんで下さい。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  山本　進三 幹事　　幹事報告
　こばと学園より、先日の餅つき会のお礼状が来ましたので、ご報告しておきます。

ニ ニコ箱コ

三毛理一朗さん  楽しいクリスマス例会を親睦始めお世
話下さった皆様に有難く感謝、また久
方にてお元気なご家族の皆様にお目に
掛かり、何よりのこととよろこんでい
ます。

山東　勝彦さん  メリークリスマス、親睦委員の皆様お
世話になります。

内畑　瑛造さん  楽しいクリスマス家族会開催に当た
り、会長、幹事、理事役員並びに親睦
委員会の皆様おつかれさんです。楽し
い一夜を過ごさせて頂きます。

中野　久生さん Ｘ‘ＭＡＳ例会を祝し。
岩橋　五郎さん  たくさんの家族と一緒にやって来まし

た。お世話になります。
村田　昌之さん Ｘマス家族会、皆様ご苦労さまです。
村田　昌之さん うれしい事がありました。
玉置　博康さん メリークリスマス！！
田原　久一さん メリークリスマス！！
松田　洪毅さん  メリークリスマス！！　会長始め委員の

皆様ご苦労様です。
中野　幸生さん お世話ご苦労様です。
谷口　文利さん 親睦委員の皆様、ご苦労様です。
中山　恒夫さん クリスマス家族会を祝して。
笹島　良雄さん  島会長さん始め役員の皆様大変御苦労

様です。
堀岡　忠男さん  メリークリスマス、今宵ひと時を皆様

と楽しく過ごしましょう。
山野　武彦さん  本日のクリスマス会で色々な段取りを

して戴きました若い親睦会員に厚く御
礼を申し上げます。

亀田　直紀さん  メリークリスマス、親睦さん本日はあ
りがとうございます。

瀧川　嘉彦さん メリークリスマス！！
糟谷　元春さん メリークリスマス！！
樫畑　友洋さん メリークリスマス！！
吉田　篤生さん  少し早いですが、メリークリスマス！！
上中　崇司さん メリークリスマス！！
赤井　雅哉さん クリスマス例会を祝して。
松田　弘治さん クリスマス例会、設営ご苦労様でした。
後　　亮　さん メリークリスマス！！
佐藤　義記さん クリスマス例会を祝して。
野田　真司さん  島会長、いつもありがとうございます。

少しだけ株が上がってきました。よい
年になりますように。

島　　公造さん  メリークリスマス！！ ご家族の皆さん、
本日はロータリーのクリスマスパー
ティ楽しんで下さい。

島　　公造さん  メリークリスマス！！親睦の皆さんご
苦労様です。

山本　進三さん  樫畑親睦委員長さま、委員会の皆さま、
クリスマス家族例会の準備ありがとう
ございました。今年も楽しませていた
だきます。

乾　　敦雄さん  親睦委員会さん、クリスマス家族会楽
しみです。

阪神タイガース応援団一同

ポール・パーシー・ハリス
（1868〜 1947）

◆ ◆

◆ ◆

ポール・ハリス語録

私たちの生きる目的は何でしょうか？
学ぶことです。
人生を学ぶのです。
人生から何を学ぶのですか？
人生から学ぶのは唯一のことです。人生を送る中で
いかにエゴと決別するかを学びます。
 １９１２年７月

●卓話「御礼とこばと学園の現況について」
 こばと学園主任　山本まきさん

●お誕生日お祝い
角谷　芳伸さん １２月１２日　前田　成蔵さん １２月１４日
乾　　敦雄さん １２月１６日　松田　洪毅さん １２月１９日
山野　武彦さん １２月２６日

●皆出席表彰
内畑　瑛造さん ４０年皆出席　通算４０年
笹島　良雄さん １年皆出席　通算１４年

●ピアノ演奏� 中井　利枝さん
アヴェ・ヴェルム・コルプス（Ｗ．Ａ．モーツァルト）
羊が安らかに草をはみ（Ｊ．Ｓ．バッハ）

●クリスマス家族会

●ロータリーソング� 山東　勝彦 ソング委員長
「和歌山東ロータリーの歌」「手に手つないで」

●ビジター報告� 樫畑　友洋 親睦委員長
和歌山Ｒ．Ｃ．　    ３名　　和歌山南Ｒ．Ｃ．    ３名
和歌山東南Ｒ．Ｃ． ３名　　和歌山城南Ｒ．Ｃ． １名

本日の例会 12月20日（土） 前回の例会 12月15日（土） 午後６時３０分〜  於  ダイワロイネットホテル和歌山４Ｆ

１２月１７日（月）和歌山北Ｒ.Ｃ.　山東　勝彦、角谷　芳伸
１２月１７日（月）和歌山アゼリアＲ.Ｃ.　吉田　篤生

メイキャップ情報  （敬称略）

●新年初例会
次回の例会 1月10日（木） 



2. みんなに公平か

1. 真実かどうか

4.みんなのためになるかどうか

3. 好意と友情を深めるか

２０１２－２０１３年度 クリスマス家族例会　
確信と絆で作ろう、
希望の未来へ！！今日より一歩

１２月１５日（土）１８：３０〜　ダイワロイネットホテル４Ｆ
参加者７９名（会員３１名　家族４８名）

手に手つないで

関係役員のこまやかな配慮によって、クリスマス家族例会は、楽しく華やかに盛り上がり、盛会でした。役員の方々
のご苦労に感謝申し上げます。

後さんと
お嬢さん

上中さんと
お嬢さん達

ビンゴ　１等賞
中山さん

山本さんと
息子さん

平岡さん

糟谷さん

会長賞（自転車）
笹島さん

谷口さん奥様、
瀧川さんお嬢さん、

乾さん息子さん

亀田さんとお嬢さん、
山東さん、山野さん

村田さんの
お孫さん

 ビンゴ　１等賞
中野幸生さんのお孫さん

田原さん、
佐藤さん

島さんと
お孫さん

吉田さん、
岩橋さんお孫さん

玉置さん

野田さん

樫畑さん
ご一家

 ビンゴ　１等賞
赤井さん

中野幸生さんご一家瀧川さんご一家、後さんとお嬢さん

山本さんご一家
田原さんご夫妻、島さん、赤井さん、
佐藤さん、松田弘治さん、吉田さん村田さんご一家

乾さんご一家岩橋さんご一家
上中さんご一家、笹島さんご夫妻、

谷口さんご夫妻、瀧川さんの息子さん

島さんご一家、田原さん、平岡さん堀岡さんご一家、内畑さん、山野さん亀田さんご一家

樫畑さんご一家

三毛さんご夫妻、中山さん、野田さん
糟谷さんご夫妻、松田さんご夫妻、

玉置さん、中野久生さん、山東さん

松田洪毅さんの奥様

会長賞（自転車）
中野久生さん

会長賞（自転車）
三毛さん

田原直前会長　明るい皆さんのお顔を見るとロータリーに
入って良かったと思います。本日は新入会員候補の平岡
正至さんをお迎えしています。共に楽しみましょう。乾杯！！

樫畑親睦委員長
皆さん本日は時間の許す限り、
楽しんで下さい。

村田次期会長　本日は皆様の御協力で素
晴らしい会となり、関係者に感謝申し上げま
す。皆さん協力して、良いロータリーライフを
心がけ東ロータリークラブを発展させてゆきま
しょう。

島会長　１年に１回の最高の人
数と楽しい会です。本日は大い
に楽しみ、絆を深めましょう。


