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●クリスマス家族会
●ロータリーソング� 村田　昌之 ソング副委員長
「和歌山東ロータリーの唄」「手に手つないで」
●ビジター紹介
有田南Ｒ．Ｃ．　１名　　和歌山Ｒ．Ｃ．　１名
和歌山南Ｒ．Ｃ． １名　　和歌山北Ｒ．Ｃ． １名

●出席報告� 村田　昌之 出席副委員長
会員数５２名（内出席規定適用免除会員１０名）
１２月１９日（本　日） ３１名 ７３．８％
１２月１０日（メーキャップ後） ３７名 ８８．１％

本日の例会� 1月7日（木）

●新年初例会

●ピアノ演奏� 中井　利枝さん
小箱の奏でるメロディー（倉本　裕基）
愛のかたち（倉本　裕基）

●クラブフォーラム「社会奉仕」

皆様、今晩は。本日は今年最後の例会で、クリスマス家族例会です。
年末の大変お忙しい中、たくさんの会員の皆様、そしてご家族の皆様のご出席を頂き有難うございま

す。又年間計画により当初予定していました23日東急インでの開催が、東急インの急な組織改変で行
えなくなり、急遽、親睦委員会で会場を手配して頂き、ようやくこの会場を押さえることが出来ました。
皆様には日程の変更等でご迷惑をお掛けしたことを深くお詫び申し上げます。

ここで、嬉しいご報告があります。山本進三会員に昨日、男のお子さんがお生まれになりました。おめでとう御座います。
母子共にお元気で、お子さんは2900gとお聞きしました。山本さんの子供にしては少し小さい様に思いますが、次の家
族例会には、かわいいお子さんと会えると思います。

１２月はロータリーでは家族月間と定めています。
村上ガバナーは１２月のガバナー月信で、「ロータリー活動は、家族の理解を得てこそ実現出来る。ロータリーでの

出来事を、家族で共有する必要がある。出来うる限りご家族を誘ってロータリーの行事に参加し、楽しみを分け合う事
が大切です。」とおっしゃっています。
本日のクリスマス家族例会をご家族の皆様共々楽しみたいと思いますのでどうか宜しくお願い致します。

会 長 報 告 谷口　文利�会長

皆さん、こんばんは。幹事報告を申し上げます。
きょうは、クリスマス家族会です。大勢の御参加を感謝致します。また企画と準備を頂きました親睦
委員会の方々には、大変ご苦労様でした。そして御参加頂きました皆様方には、充分に楽しんで頂き
たいと思います。
去る９月１９日に、地区の米山奨学委員会が主催しました『岸和田だんじり祭観覧』に参加した米山
奨学生の体験感想文集が届いております。李亜�さんの感想文も載っております。 ........................回覧
地区から２００８－２００９年度のまとめ ............................................................................................................................回覧

先日に引き続き、勘違いの話をします。イズミヤへ靴を買いに行きました。かわいい店員さんが「何センチですか？」
と聞いてくれたので「１７１センチです」と答えました。
「違います、あなたのサイズですよ」そこで私は「胸９３センチ、ウエスト９３センチ、ヒップ９３センチ」店員さんは

どこかへ行ってしまいました。

幹 事 報 告

メアス博子さんよりご挨拶

野上　泰造�幹事

メーキャップ情況

１２月２１日（月）　和歌山北Ｒ.Ｃ.　上中　崇司、糟谷　元春、亀田　直紀、寺下　浩彰、村田　昌之、八幡　建二
１２月２１日（月）　和歌山アゼリアＲ.Ｃ.　樫畑　友洋、松田　洪毅、山野　武彦
１２月２２日（火）　和歌山Ｒ.Ｃ.　赤井　雅哉、堀井　孝一 / １２月２５日（金）　和歌山南Ｒ.Ｃ.　岩橋　五郎、内畑　瑛造

（敬称略）

次回の例会� 1月14日（木）
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ク�ラ�ブ 日　　時 内　　容
 

和歌山城南Ｒ．Ｃ． 1月 7日（木） 新年例会
 

和歌山南Ｒ．Ｃ． 1月 8日（金） 新年例会
 

和歌山中Ｒ．Ｃ． 1月 8日（金） 例会変更 創立記念例会
4 4 4 4 4 4

和歌山北Ｒ．Ｃ． 1月11日（月） 祝日休会
 

和歌山アゼリアＲ．Ｃ． 1月11日（月） 祝日休会
 

和歌山Ｒ．Ｃ． 1月12日（火） 年男卓話
 

和歌山西Ｒ．Ｃ． 1月13日（水） 寅年生まれ会員卓話
 

和歌山東南Ｒ．Ｃ． 1月13日（水） 寅年生まれ会員卓話
 

例 会 行 事
メアス博子さんにカンボジア・スナーダイクマエ孤児院支援金を贈呈しました。
内訳（地区よりの同額補助金含む）
和歌山東Ｒ.Ｃ.　     ４００，０００円 　堺西Ｒ.Ｃ.　１０８，０００円
和歌山アゼリアＲ.Ｃ.　８８，０００円　　　　　　　　　　　　合計５９６，０００円

いつもクリスマス例会にお招きありがとうございます。
先日は遠いところカンボジアの孤児院に来て頂いてありがとうございます。
この１０年支援金をいただき感謝しています。
今では卒業生が孤児院の運営に携わったり、日本語講師をしたりしています。
今後ともよろしくお願いします。

にこにこ箱� ありがとうございました

三毛理一朗さん  メリーＸ’マス！  親睦の皆さん大変お世話になり
ます。

中村　靖男さん  メリークリスマス！  今年最後のクリスマス夜間
家族例会が楽しくありますようお祈り致します。

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。

野井　　晋さん  谷口会長はじめ役員の皆様前半期ご苦労様で
した。親睦委員会の皆様クリスマス例会の為の
ご苦労感謝しています。

伊藤　裕通さん メリークリスマス！！
中野　久生さん 親睦委員さんご苦労さん。よろしく。
村田　昌之さん 一家でお世話になります。
西本　　亨さん  ハッピークリスマス。楽しくさせていただきます。
玉置　博康さん メリークリスマス！！
玉置　博康さん 県高野連シンポジウムの日当です。
黒田　純一さん メリークリスマス！！
真野　賢司さん Ｍｅｒｒｙ　Ｘ’ｍａｓ！！
名手　　功さん メリークリスマス！！
八幡　建二さん メリークリスマス！！
島　　公造さん メリークリスマス！！
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。親睦委員のみなさんご苦労さ

までした。
岡野　年秀さん  メリークリスマス。親睦委員長ご苦労様です。
 又、おめでとう！
中野　幸生さん 親睦様、ご苦労様です。
中山　恒夫さん クリスマス家族例会を祝して。

山本　進三さん  昨日１４：４６に生まれました！　２，９００ｇの男の
子です。

山本　進三さん 祝　クリスマス例会！！
笹島　良雄さん  山本委員長さん御長男の御誕生誠にお目出度、

心より盃を挙げてお祝い申し上げます。
堀岡　忠男さん  クリスマス家族会に際し、親睦委員の皆様御苦

労さんです。
山野　武彦さん  家内の誕生祝いに素晴らしい花をお送り賜り有

難う御座居ました。
亀田　直紀さん Ｍｅｒｒｙ　Ｘ’ｍａｓ！
角谷　芳伸さん  メリークリスマス！！親睦の皆様ありがとうござい

ます。
糟谷　元春さん クリスマス家族会を祝して。
樫畑　友洋さん メリークリスマス！
吉田　篤生さん  今日はこばと学園の菊本紅季（あかり）さんがピ

アノを弾きに来てくれています。
 皆さん楽しみにしていて下さい。
上中　崇司さん メリークリスマス！！
赤井　雅哉さん メリークリスマス！！
乾　　敦雄さん メリークリスマス！！
谷口　文利さん  本日は親睦委員会の皆様宜しくお願いします。

山本さんお子さんの誕生おめでとうございます。
野上　泰造さん 親睦委員会の皆様御苦労様です。
瀧川　嘉彦さん  メリークリスマス！  親睦委員会の皆様御苦労様

です。
阪神タイガース応援団一同

 本日の累計  １４５，０８５円（計３４名　３７件）（お誕生日お祝い  ３１８，０００円　皆出席  ７５，０００円　その他  １，４２６，７２４円）  累計額  １，８１９，７２４円 
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ピアノ演奏　こばと学園より
菊本　紅李（あかり）さん

ビンゴゲーム特等賞
島　公造さんサンタクロース

次期会長　野上　泰造さん

ピアノとフルート　演奏
ピアノ：小山　真由さん（和歌山放送アナウンサー）

フルート：重本　千春さん（ヤマハミュージックスクール講師）

クリ
スマス

家族会 １２月１９日（土）１８：３０〜
　　　　於 アバローム紀の国 

改めまして、皆さん、こんばんは、メリークリスマス！
少し早いクリスマス家族例会ですが、山本親睦委員長、亀田親睦副委員長並びに委員の皆様、

本当にご苦労様です、ありがとうございます。
ロータリーは家族を大切にし、又家族同士の交流を深めることもロータリーとして重要なことのひとつで

御座います。日頃、仕事が忙しく、家族サービスが中々出来ない方もいらっしゃることと思います。会員と家族、
また家族同士の親睦と交流を深める場として、本日は大いに楽しんで頂きたいと思いますので宜しくお願い致します。


