
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

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

前回の例会� 11月3日（火・祝）�Ｐ．Ｍ６：３０〜�於�ダイワロイネットホテル和歌山４Ｆ

2009年11月12日（木）  週報 / VOL.51 No.18（通巻2428）

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　笹島  良雄　角谷  芳伸　武田  慎介　上中  崇司（今週担当：角谷  芳伸）

●晩秋のお月見例会
●ロータリーソング� 岸裏　廣澄 ソング委員長
「奉仕の理想」「手に手つないで」
●ビジター紹介�
東京成城新Ｒ．Ｃ．　　１名　 和歌山Ｒ．Ｃ．　　　　１名
和歌山南Ｒ．Ｃ．　　　２名　 和歌山東南Ｒ．Ｃ．　　５名
和歌山北Ｒ．Ｃ．　　　２名　 和歌山城南Ｒ．Ｃ．　　２名
和歌山アゼリアＲ．Ｃ． ５名
●出席報告� 岸裏　廣澄 出席委員長
会員数５２名（内出席規定適用免除会員１０名）
１１月３日（本　日） ３２名 ７６．２％
１０月２２日（メーキャップ後） ３７名 ８８．１％

本日の例会� 11月12日（木）

●クラブフォーラム「ロータリー財団」
●卓話「ロータリー財団について」
　国際ロータリー第２６４０地区財団奨学金小委員会  委員長
 初田　隆生さん
●皆出席表彰
松田　洪毅さん　１年皆出席　通算１２年
●ピアノ演奏� 中井　利枝さん
ときめき（キャサリン・ロリン）
子もり歌と夢の国（キャサリン・ロリン）

●卓話「時事放談」�
� 毎日新聞客員編集委員　八木　亜夫さん

大変寒くなってきました。お体にご注意お願いします。

気象台では関東地方と近畿地方について、昨日１１月２日を「木枯らし一号が吹いた日」と発表して

います。“木枯らし”とは、“10月半ばから11月末にかけて西高東低の冬型の気圧配置になったとき、北

よりの風速８ｍ/ｓ以上の風とする”。そして、毎年秋の最初の木枯らしを「木枯らし一号」として発表し

ています。木枯らし一号は関東地方（東京）と近畿地方（大阪）についてのみ、発表されています。これから本格的な冬

を迎えますが、風邪等に負けないように無理を為さらず、体力を温存して頂きたいと思います。

先週のパスト会長さんのご指導会には、大変お忙しい中８名のパスト会長様にお越し頂きました。パスト会長様皆様

から多岐に亘り率直にご指導頂きました。私にとって大変有意義であり、感謝に耐えません。ご指導頂いた事につい

てはこれから充分ご参考にさせて頂き、これからの事業に生かして行きたいと思います。大変有難う御座いました。

本日は、楽しみにしていました月見例会です。お楽しみ頂きたく思います。親睦委員会の皆様、本日は大変ご苦労

をお掛けしますが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。

今日も、特に報告すべき事項はありません。

ダイワロイネットでの例会は初めてですが、以前より会員から、例会場の変更についての意見が出て

おりましたので、参考にして頂きたいと思います。

また事前に、今日の例会の見積書をチェックしましたところ、ピアノやプロジェクター・スクリーンなどの使用量が大

変高くついておりましたので、この場を例会場にしております和歌山ロータリークラブさんにピアノを、和歌山南ロータ

リークラブさんにプロジェクターとスクリーンを了解を得て、お借りしました。

さて、洋服の青山へ（替えズボン）を買いに行きました。一着１４，８００円です。

店員さんが「二着目は半額にしますので、もう一着いかがですか？」との事。「二着目だけを下さい。」とお願いしま

したが、受け入れられません。そこで一度会社に帰り（替えズボン）を買いたい者を募集したところ、一人の者が手を

挙げたので、サイズを計り、再度お店へ。そこで、私の腹周りより５センチ短く、私の足より７センチ長いズボンを二着

目に買って来ました。割り勘で一人１１，１００円、３，７００円得をしました。

幹 事 報 告 野上　泰造�幹事

メーキャップ情況

１１月２日（月）　和歌山アゼリアＲ.Ｃ.　亀田　直紀、瀧川　嘉彦、田中　完児、松田　洪毅
１１月３日（火）　地区委員長会議　樫畑　友洋
１１月６日（金）　和歌山南Ｒ.Ｃ.　内畑　瑛造、岸裏　廣澄、中江　遵義

（敬称略）

次回の例会� 11月１９日（木）
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ク�ラ�ブ 日　　時 内　　容
 

和歌山城南Ｒ．Ｃ． 11月12日（木） 卓話 「ロータリー財団月間にちなんで」 国際ロータリー第２６４０地区財団研究グループ交換　小委員会委員長　中川　優さん
 

和歌山南Ｒ．Ｃ． 11月13日（金） 第２回Ｉ．Ｄ．Ｍ．発表
 

和歌山中Ｒ．Ｃ． 11月13日（金） クラブフォーラム 「ロータリー財団」 創立記念例会
4 4 4 4 4 4

和歌山北Ｒ．Ｃ． 11月16日（月） 例会変更
 

和歌山アゼリアＲ．Ｃ． 11月16日（月） 卓話 「防災対策について」 和歌山県庁危機管理監　森　崇さん
 

和歌山Ｒ．Ｃ． 11月17日（火） 卓話　日本ボーイスカウト和歌山連盟理事長　山本　一郎さん
 

和歌山西Ｒ．Ｃ． 11月18日（水） 卓話 「ダメ、ゼッタイ、普及運動について」 和歌山県福祉保健部健康局薬務課副主査　抜井　栄二さん
 

和歌山東南Ｒ．Ｃ． 11月18日（水）Ｉ．Ｄ．Ｍ．発表
 

三毛理一朗さん  秋高楼の月の宵　めぐる盃重ねつも　宵待草の
月は出ず　友と睦びて月を待つ

中村　靖男さん  晩秋のお月見夜間例会を楽しくすごすことを望み
ます。先日の歴代会長会に谷口会長、野上幹
事さんにお世話になりありがとうございました。

山東　勝彦さん 月見例会お世話になります。
伊藤　裕通さん お月見例会を祝して。
岩橋　五郎さん  家内に誕生日の御花をいただきました。ありが

とうございました。
寺下　浩彰さん 月見会楽しみです。
玉置　博康さん 県高野連出席の日当です。
黒田　純一さん 家内に美しい花有難うございました。
黒田　純一さん 祝！  月見例会。
真野　賢司さん 名月や　川面に映えて　風寒し
  ちなみに本日午後６時の紀ノ川大橋の上の気温

は僅か１２℃でした。
名手　　功さん 親睦委員さん御苦労様です。
八幡　建二さん お月見例会を楽しみましょう。
中江　遵義さん まんまるいお月様がとてもきれいです。
島　　公造さん 月見例会うれしいな。
田原　久一さん お月見例会を祝して。
古屋　光英さん お月見例会を祝して。

岡野　年秀さん  ロイネットでの夜間例会、親睦委員会の皆様方
ご苦労様です。

中山　恒夫さん お月見例会を祝して。
山本　進三さん  遅くなりましたが、晩秋のお月見例会を開催で

きてうれしく思います。
 本日はよろしくお願い申し上げます。
笹島　良雄さん  山本親睦委員長さんユニークなアイデアで新風

を吹かせて下さい。
宮本　和佳さん お月見例会、親睦の皆様ご苦労様です。
堀岡　忠男さん  お月見例会お楽しみ、親睦委員の皆様ご苦労さん。
山野　武彦さん 月見例会御苦労様です。
岸裏　廣澄さん お月見例会を祝して。
亀田　直紀さん 今日は良い天気です。花火のリベンジ。
角谷　芳伸さん 親睦の皆様ありがとうございました。
糟谷　元春さん  お月見例会を企画して頂いた親睦の皆様ありがとう。
樫畑　友洋さん お月さまに乾杯！
吉田　篤生さん 夜間例会楽しいな。
赤井　雅哉さん お月見例会バンザイ！
谷口　文利さん 親睦委員会の皆様大変お世話になります。
野上　泰造さん 親睦委員さんごくろう様。
瀧川　嘉彦さん 親睦委員会さんごくろうさまです。
阪神タイガース応援団一同

にこにこ箱� ありがとうございました

 本日の累計  １０７，５００円（計３２名　３４件）（お誕生日お祝い  ２３３，０００円　皆出席  ５０，０００円　その他  １，０１８，１３２円）  累計額  １，３０１，１３２円 
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田中職業奉仕委員長の御尽力で、住友金属工業（株）を見学させて頂
きました。
係の方々の懇切な説明と職場見学では、想像以上のスケールの巨大

さ、従業員の教育管理の徹底、そして随所で発せられる世界一の言葉
に圧倒されました。

敷地５６０万㎡に従業員と関係社員合わせて１３，０００名の同社は和歌山の経済に大きな影響力があります。感謝と共に更なる
御発展を祈ります。 文責　笹島　

職業奉仕委員会活動 住友金属工業（株）和歌山製鉄所見学 １０月２９日（木） 参加会員１８名

同社の誇る世界一
①�世界最長命を更新中の第４高炉　約２７年間長寿記録を更新中
②�世界最高の高品質、高効率、低環境負荷を同時に実現する製鋼工場
③�世界最高のシームレス鋼管製造技術を誇る中径管工場 上中、内畑、岡野、樫畑、糟谷、笹島、山東、島、嶋忠弘、

田中、谷口、野上、堀岡、松田、真野、八幡、山本、吉田
参加者名

（敬称略）

２００９年１１月８日（日）１０：００〜１１：００

和歌山市内９Ｒ.Ｃ.と花いっぱい推進協議会との共同事業として
ＪＲ和歌山駅前花壇の植え替え作業を行いました。

手に手つないで

11月3日（火・祝）�Ｐ．Ｍ６：３０〜�於�ダイワロイネットホテル和歌山４Ｆ

山本親睦委員長  挨拶

アトラクション　アコーディオン　みずの  まりもさん　ヴァイオリン　小倉  浩晃さん

会場風景


