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1. 真実かどうか  2. みんなに公平か

国際ロータリー第2640地区
和歌山東ロータリークラブ
創立／1959年2月23日
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●卓話

●新年初例会

●ロータリーソング 野上　泰造さん
「奉仕の理想」

●出席報告� 田原　久一 出席副委員長
会員数５５名（内出席規定適用免除会員９名）
 １月８ 日（本　日） ４２名 ９１．３％
１２月２３日（メーキャップ後） ４６名 １００％

前回の例会� 1月8日（木）

次回の例会� 1月22日（木）

本日の例会� 1月15日（木）�

  ク ラ ブ   日　　時   内　　容
和歌山城南Ｒ．Ｃ １月１５日（木） 年男・今年の抱負
和歌山南Ｒ．Ｃ． １月１６日（金） 例会変更
和歌山中Ｒ．Ｃ． １月１６日（金） フリートーキング
和歌山北Ｒ．Ｃ． １月１９日（月） クラブフォーラム 「ロータリー理解推進月間に因んで」 岩内　寛之会長
和歌山アゼリアＲ．Ｃ． １月１９日（月） 卓話 「ロータリーとは」 ２６４０地区ロータリー情報委員長　西尾　幸祐さん
和歌山Ｒ．Ｃ． １月２０日（火） 卓話　和歌山税務署長　折井　卓さん
和歌山西Ｒ．Ｃ． １月２１日（水） 例会変更
和歌山東南Ｒ．Ｃ． １月２１日（水） クラブ活性化　稲葉・中村元会長対談形式

●卓話「干支のお話」
 ㈱スールス　会長　石橋　慶三さん
●お誕生日お祝い
真野　賢司さん  １月１日　野井　　晋さん  １月５日
藤田　昌宏さん  １月６日　糟谷　元春さん  １月８日
玉置　博康さん  １月１７日　中江　遵義さん  １月１８日
中野　幸生さん  １月２７日
●ピアノ演奏 中井　利枝さん
花の匂い（Ｍｒ．ｃｈｉｌｄｒｅｎ）
Ｐｕｒｅ　ｆｅｅｌｉｎｇ（山下康介）
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八幡　建二 会長

 米山奨学生　李　亜涼さん

岸裏　廣澄 会員

　皆さん  明けましておめでとうございます。本年も会員の皆
様にとって明るく良い年であるように願っております。恒例でご
ざいますが、刺田比古神社の岡本宮司さんにはお忙しいなか
お出でいただきましてありがとうございます。岡本さんは以前
は我々のロータリーのメンバーでいらっしゃいまして、そのご縁
で毎年新年のご祈祷をしていただくことになっております。

　話は変わりますが、実は昨日自分
の携帯電話を触っていて、ふと見ると
すべての記録が消えてしまっておりま
して、以前携帯を中国に忘れた時、
携帯ショップで「古い携帯電話は置
いておいたほうがいい」といわれておりました。５年ほど前の携帯電話が家にありまし
たのでそれを持ってＤＯＣＯＭＯに走ったわけですが、そうするとすぐに古い携帯のデー
タを今の携帯に入れてくれて、５年以上前の方のデータはやっと入っているという状態
です。ロータリーのメンバーの方は名簿がありますので助かりますが、皆様も携帯電話
を新しくするときは、古い携帯を捨てないで置いておかれた方が良いと思います。

　皆様  明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願いします。私は来週の土曜日、中国に帰る予定で
す。今回は日本の友達の優しい心を家族や友人に伝えたいと思います。ありがとうございました。

　明けましておめでとうございます。私事で恐縮ですが少しお時間をいただきたいと思います。先程は上山英明
先生の黙祷をしていただきありがとうございました。私がこのロータリークラブに入会できましたのも上山先生の
ご推薦があったことでございました。本当に感謝申し上げます。１２月３１日の１時過ぎに亡くなられましたが、１１月
に入ったころからお体が少しすぐれないという事で入院をされておりました。１月のご葬儀には多数の参列をいた
だきまして本当にありがとうございました。遺族になり代わりましてお礼を申し上げます。ありがとうございました。

会 長 報 告

ご 挨 拶

会 員 よ り

前田　成蔵 幹事幹 事 報 告

　皆さん　明けましておめでとうございます。
　・ＪＣニュース ...................................................................................................回覧
　・ガバナーマンスリー .......................................................................................回覧
　・サンケイ新聞　ロータリー記事 ......................................................................配布
　・地区大会のお知らせ .....................................................................................配布
　・１月２９日　クラブ協議会のお知らせ

　地区より皆様方にお願いということで、ロータリーカードを作っていただきたいということです。年会費１０,５００円のうち３,０００
円がロータリー財団にロイヤリティとして還元されるということでございます。ご検討いただきたいと思います。
　皆様に今期後半の会費のお願いをしておりますが、ロータリー財団の分担金が現在レート８８円となっております。できるだけ
この８８円のうちに送金したいと思いますので、速やかにご入金いただきたいと思います。

に にこ こ 箱 ありがとうございました

三毛理一朗さん  明けましてお目出とうございます。創立５０周年の記念すべ
き年明けです。先輩諸兄が功績を積み重ねられたお陰で
私達は此の栄光の半世紀、５０周年を祝うことが出来ます。

 輝かしき歴史を皆で感謝し、クラブ弥々の繁栄に励みましょう。
楠本　　章さん  明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い致し

ます。
中村　靖男さん  新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い

します。
山東　勝彦さん 謹賀新年　本年もよろしくお願い申し上げます。
内畑　瑛造さん 明けましておめでとうございます。本年もよろしく。
野井　　晋さん  明けましてお目出とうございます。今年も良い年となりますよ

うに。
伊藤　裕通さん 謹賀新年　本年もどうぞよろしく御願いいたします。
中野　久生さん 本年も何卒よろしくお願い申し上げます。
村田　昌之さん  Ｘマス家族会ではお世話になりました。本年もよろしくお願

い致します。
西本　　亨さん 初例会おめでとうございます。
寺下　浩彰さん あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
黒田　純一さん 謹賀新年。
河本　清邦さん 明けましてお目出度うございます。
名手　　功さん 新年を祝し。
中江　遵義さん  クリスマスではおいしい東急インのおせち料理ありがとうご

ざいました。
島　　公造さん  あけましておめでとうございます。今年は厳しい年でございま

すが、がんばりますのでよろしくお願いします。（金沢の地より）
田原　久一さん 新年おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
 クリスマスパーティではお世話になりました。
岡野　年秀さん  新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い

いたします。
野上　泰造さん 明けましておめでとうございます。
谷口　文利さん おめでとうございます。本年も宜しくお願いします。
中山　恒夫さん 初例会を祝して。今年もよろしくお願い申し上げます。
山本　進三さん 祝２００９年、初例会。
笹島　良雄さん  新年明けましておめでとう御座います。元気で不況を乗り切

りましょう。
宮本　和佳さん クリスマスパーティのお礼です。
堀岡　忠男さん  新年あけましてお目出とう御座います。当クラブの益々の御

発展をお祈り申し上げます。

山野　武彦さん  明けましてお目出度う御座居ます。今年も健康第一で頑張
りましょう。

豊田　英三さん 謹賀新年、おめでとうございます。本年もよろしくお願いします。
岸裏　廣澄さん  あけましておめでとうございます。年末には大変結構な品あ

りがとうございました。
岸裏　廣澄さん 本日私事にて時間を頂きありがとうございます。
亀田　直紀さん あけましておめでとうございます。
角谷　芳伸さん  明けましておめでとうございます。おせち料理おいしくいた

だきました。
瀧川　嘉彦さん 明けましておめでとうございます。
田中　完児さん あけましておめでとうございます！！今年もよろしくお願いします。
糟谷　元春さん 初例会おめでとうございます。誕生日と重なりました。
土方　浩市さん  あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い致し

ます。
吉田　篤生さん 皆さん、今年もよろしくお願いします。
上中　崇司さん  あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い致し

ます。
阪神タイガース応援団一同
 新年おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
八幡　建二さん 明けましてお目出とうございます。今年もよろしく。
前田　成蔵さん 新年初例会をお祝いして。
前田　成蔵さん クリスマス家族会、親睦委員会の皆様ご苦労さまでした。
樫畑　友洋さん 本年もよろしくお願い申し上げます。

〔皆出席表彰〕
田原　久一さん １年皆出席

 本日の累計  ２０２，０００円（計３９名　４３件）（お誕生日お祝い  ４３９，０００円　皆出席  １１０，０００円　その他  １，８１７，１６５円）  累計額  ２，３６６，１６５円 

おめでとうございます！


