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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

例会場／ルミエール華月殿　和歌山市屋形町2-10   TEL（073）424-9392　例会日  木曜日  12時30分
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
会報・広報委員会　嶋   弘伸　 古屋  光英　 笹島  良雄　 武田  慎介　 吉田  篤生　
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●クラブフォーラム「ロータリー理解月間」

●クリスマス家族会
●ロータリーソング 島　公造 ソング委員長
「和歌山東ロータリークラブの唄」「手に手つないで」
●ビジター紹介
和歌山南Ｒ．Ｃ．１名　和歌山東南Ｒ．Ｃ．２名

●出席報告� 島　公造 出席委員長
会員数５６名（内出席規定適用免除会員１０名）
１２月２３日（本　日） ４０名 ８７％
１２月１１日（メーキャップ後） ４６名 １００％

前回の例会� １２月２３日（火・祝）�１７：４０〜　於和歌山東急イン

次回の例会� 1月15日（木）

本日の例会� 1月8日（木）�

  ク ラ ブ   日　　時   内　　容
和歌山城南Ｒ．Ｃ １月８日（木） 新年例会
和歌山南Ｒ．Ｃ． １月９日（金） 新年初例会
和歌山中Ｒ．Ｃ． １月９日（金） 新年例会
和歌山北Ｒ．Ｃ． １月１２日（月） 祝日休会
和歌山アゼリアＲ．Ｃ． １月１２日（月） 祝日休会
和歌山Ｒ．Ｃ． １月１３日（火） 年男卓話
和歌山西Ｒ．Ｃ． １月１４日（水） 年男卓話
和歌山東南Ｒ．Ｃ． １月１４日（水） 年男卓話

●新年初例会
●皆出席表彰
田原　久一さん　１年皆出席　通算１８年

●ピアノ演奏� 中井　利枝さん
六段（八橋　検校）
そして小さなワルツ（ＡＮＤＲＥ　ＧＡＧＮＯＮ）

１２月２２日（月）　和歌山北Ｒ.Ｃ.　加藤　裕司、土方　浩市
１２月２４日（水）　和歌山東南Ｒ.Ｃ.　岸裏　廣澄、堀井　孝一

メーキャップ
状　況

2009年  1月 8日（木）  週報 / VOL.50 No.25（通巻2388）

八幡　建二 会長

メアス博子さん

　皆様こんにちは。本日は師走の大変忙しい中、メンバーの皆様を始めこのような大勢の家族のご参加を頂きク
リスマス家族会を行えますこと大変うれしく思っております。
　私共、和歌山東ロータリークラブは来年２月２３日に創立５０周年を迎えますが、記念実行委員の皆様にはすで
に色々と活動頂いております事に厚くお礼申し上げます。
　又、記念事業と致しましては７月９日高校野球の開会式に和歌山東ロータリークラブより高野連様に甲子園で

使っているのと同じ仕様のグランド整備カーを玉置さんのご協力により、贈呈させて頂きました。
　又、先週１２月１７日には和歌山市内の全ての小学校１年生の各学級に瀧川さんに設計して頂いた紀州材で作成した本箱とク
ルリンチャンの絵本も含め図書計４１４０冊を雄湊小学校の１年生２３人に和歌山市役所内で大橋市長の立会いのもと贈呈いたし
ました。
　来年２月２１日には５０周年記念式典及び祝宴が行われますので、奥様方のご出席を宜しくお願い申し上げます。
　最後になりましたが、親睦委員会の皆様には本日の家族会の計画、設営等色々とお世話頂き本当にありがとうございます。

　1998年創立のスナーダイクマエ孤児院ではこの10年間で3名の子どもが卒院、自立した生活を送っています。
　最初の卒業生はロ・サォピーア（女）、4年前に卒院しシェムリアップにある食品会社に3年間務め、現在は日本
の旅行会社H.I.Sカンボジアにてガイドの仕事をしています。
　その2年後にはティト・ラーヴォ（男）が卒業し、最初の1年間は首都プノンペンにある翻訳通訳業務を行う会
社に勤務、その後プノンペンに支社のある旅行会社に就職しガイドとして働いています。ラーヴォは2007年の24

時間テレビで野球の新庄剛志氏の通訳を務めたり、現在の会社ではNHKの番組コーディネーターを務めるなど活躍しています。
　そして2008年8月、チウ・ヒーア（男）も卒院し、本人の希望によりスナーダイクマエ孤児院にて指導員として就職しました。
　ヒーアはまだまだ新米ですが、サォピーアもラーヴォも共に最初の就職では苦労したこともあり、その中で学んだ経験を活かし、
現在は孤児院の子どもたちにとってもよき先輩として数々のアドバイスをしてくれています。
　常々指導員から将来のことについて話を聞くことの多い子どもたちも、実際に経験を積んだ先輩達から、孤児院で学んでいる
ことの意義、指導員の苦労などを聞かされると、真剣に耳を傾けています。
　3人に共通しているのは、これまでお世話になった方々への感謝の気持ちです。
　教えてくれる人、チャンスを与えてくれる人がいなければ、今の自分はなかったということを本人たちが一番よく理解しているの
です。
　スナーダイクマエとはカンボジア語で「カンボジア人の手によるもの」という意味があります。
　今後もこういった卒業生を多数輩出し、スナーダイクマエ孤児院から「自分たちの手で社会を国を作っていく」という意識を広
げていきたいと思っています。
　そういった意味では、10年経ってようやくその段階に入ってきたのではないかと思います。
　子どもたちに負けないよう、指導員一同感謝の気持ちを忘れずに、一層指導に励みたいと思っています。

会 長 報 告

ご 挨 拶

前田　成蔵 幹事幹 事 報 告

　・Ｒ．Ｉ．日本事務局より１月１日よりロータリーレート変更のお知らせ
　　１ドル　９６円　→　８８円　
　・２６４０地区「ＲＩ広報補助金」認可のお知らせ
　　ＲＩより「１万ドル」が供与される旨、通知がありました。

　１月８日に記念誌に掲載する集合写真をとりますので、皆様ご出席下さい。

スナーダイクマエ孤児院ＷＣＳ援助金として ５３５，０００円（当クラブ２００，０００円、堺西Ｒ.Ｃ. ６７，５００円、地区より２６７，５００円）を贈呈

に にこ こ 箱 ありがとうございました

三毛理一朗さん メリーＸ’マス！ 親睦委員の皆さん有難うございます。
 今宵皆で楽しく一年の垢を落としましょう。
楠本　　章さん メリークリスマス。今日は役員の皆様御苦労様です。
中村　靖男さん  メリークリスマス。楽しい例会の一夜で有りますよ

うに祈ります。
藤田　昌宏さん Ｘ’ｍａｓ家族会、親睦委員会の皆様ご苦労様です。
山東　勝彦さん  メリークリスマス。親睦委員の皆様ありがとうござ

います。
内畑　瑛造さん  先週の刑務所の見学会おつかれさんでした。今

夜の家族会楽しみにしています。
野井　　晋さん  メリークリスマス。親睦委員会の皆様ご努力あり

がとうございます。
伊藤　裕通さん メリークリスマス。
中野　久生さん 八幡会長、半年間お疲れ様でした。
岩橋　五郎さん メリークリスマス。
村田　昌之さん 来年度もプログラム委員会にご協力下さい。
西本　　亨さん クリスマス例会楽しみです。
玉置　博康さん メリークリスマス。
寺下　浩彰さん メリークリスマス。楽しみましょう。
黒田　純一さん メリークリスマス。
河本　清邦さん クリスマス会、楽しませて頂きます。
真野　賢司さん メリーＸ’ｍａｓ。
名手　　功さん メリークリスマス。
中江　遵義さん お世話になります。ありがとうございます。
島　　公造さん メリークルシミマス。
田原　久一さん メリークリスマス。
古屋　光英さん メリークリスマス。
松田　洪毅さん メリークリスマス。
岡野　年秀さん  メリークリスマス。役員の皆様本日はご苦労様で

す。楽しませて頂きます。

中野　幸生さん 親睦さんご苦労様です。
谷口　文利さん 親睦委員の皆様ありがとうございます。
野上　泰造さん  親睦委員会では皆様に楽しんで頂けますよう計

画、準備しました。
 ごゆっくりとおくつろぎ下さい。
中山　恒夫さん クリスマス家族会を祝して。
笹島　良雄さん 役員の皆様大変御苦労様です。
宮本　和佳さん 親睦の皆さんご苦労様です。
堀岡　忠男さん クリスマス家族会を楽しみましょう。
堀井　孝一さん メリークリスマス。
山野　武彦さん  家内の誕生祝いに立派な花を御送り賜り、有難う

御座居ました。
亀田　直紀さん  一年間ありがとうございました。本日の設営本当

におつかれ様です。
角谷　芳伸さん  親睦委員会の皆様ありがとうございます。メリーク

リスマス。
加藤　裕司さん メリークリスマス。今年１年ありがとうございました。
嶋　　弘伸さん メリークリスマス。
瀧川　嘉彦さん メリークリスマス。
糟谷　元春さん 今日は家内の誕生日です。キレイな花をありがとう。
  本日出席予定でしたが、皆様にインフルエンザを

プレゼントする訳にいかないので休ませました。
土方　浩市さん クリスマス会家族で楽しませて頂きます。
上中　崇司さん メリークリスマス。
森川　宏昭さん 祝　Ｘ’ｍａｓ！！
赤井　雅哉さん メリークリスマス。
八幡　建二さん メリークリスマス。
前田　成蔵さん クリスマス家族会準備ご苦労さまです。
樫畑　友洋さん メリークリスマス。

 本日の累計  ２０２，０００円（計４６名）（お誕生日お祝い  ４３９，０００円　皆出席  １０５，０００円　その他  １，６２４，６８３円）  累計額  ２，１６８，６８３円 
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クリスマス家族例会
１２月２３日（火・祝）�17
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