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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：上中  崇司）

バンクーバー冬季オリンピックが１３日開幕し、１７日間の熱戦に寝不足の日々が続きそうです。テー
マはカナダ国歌で歌われている「Ｗｉｔｈ  Ｇｌｏｗｉｎｇ  Ｈｅａｒｔｓ」（燃える心と共に）で、スローガンが「Ｃｏｍｅ  
Ｐｌａｙ  Ｗｉｔｈ  Ｕｓ」（私達と一緒に遊びましょう）です。

オリンピック憲章に「目標は、スポーツを人間の調和のとれた発達に役立てることにある。その目的は人間の尊厳
保持に重きを置く、平和な社会を推進することにある。」又「人種、宗教、政治、性別、その他の理由に基づく国や
個人に対する差別はいかなる形であれオリンピック・ムーブメントに属する事とは相容れない。」となっています。しかし、
世界で戦火は絶えず、人種、宗教等の差別で苦しむ人はあまりにも多いのが現状です。
ロータリーの綱領に「奉仕の理想に結ばれた、事業と専門職務に携わるひとの世界的親交によって、国際間の理解

と親善と平和を推進すること。」となっています。
オリンピックはスポーツを通じて友情、平和を目指し、私たちはロータリーの奉仕の精神で友情、平和を目指してい

ます。より一層の友情、平和を願うならば、より一層の奉仕が必要で、それには会員の増強、クラブの拡大は必須で
あります。

本日は創立５１周年記念例会です。おめでとうございます。
創立記念例会は、先輩会員の輝かしい業績を讃える日でもあります。本日は永年在籍表彰をさせて頂きます。今ま

で皆出席の表彰はありましたが、病気、仕事等の原因でどうしても出席出来なかった方で、しかし永年在籍して頂い
ている方の表彰です。皆出席はすごい事ですが、永年在籍して頂いているのも偉大な事であります。この表彰は５年
刻みでさせて頂きます。在籍６年、１６年等の方にはあと４年待って頂くことになり申し訳なく思います。
我がクラブは1959年（昭和34年）2月23日、和歌山ロータリークラブをスポンサークラブとして和歌山市で2番目のク

ラブとして創立した耀かしいそして伝統を誇るクラブです。チャーターメンバーは３０名で出発し、その後、会員数は
１００名を超えた時期もありましたが、今は５０名です。これからも増強の声掛けをして頂き、創立６０周年には会員7、
80名のクラブとして記念例会を祝いたいと念願致します。バンクーバー冬季オリンピックのテーマである「燃える心と共
に」のように、「チャレンジ・・・輝く未来に」とするために、どうか皆様の絶大なご協力を宜しくお願い致します。

会 長 報 告 谷口　文利 会長

皆様、こんにちは。幹事報告を申し上げます。
お手元にお配りしております「ロータリー財団国際親善奨学生募集」のポスターを、皆様の会社や
事務所で、人の目に付きやすい所に貼って頂きたく、お願い致します。
元我がクラブ会員の竹田　實様の社葬の案内 ...............................................................回覧

次年度のロータリー手帳の入り用な方は事務局までお申し付け下さい。
一冊６３０円でありますが、申し込まれた分は、クラブが負担致します。
次週と次々週の例会は、ダイワロイネットホテルに変更致します。
お間違いの無きよう、よろしくお願いします。

幹 事 報 告 野上　泰造 幹事

メーキャップ情況

２月１９日（金）　大阪Ｒ.Ｃ.　堀井　孝一

（敬称略）
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前回の例会 ２月１８日（木）

●創立記念例会

●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」

●ビジター紹介 山本　進三 親睦委員長
和歌山Ｒ．Ｃ．　　湯川　進さん
和歌山南Ｒ．Ｃ．　片桐　牧さん

●出席報告 村田　昌之 出席副委員長
会員数５０名（内出席規定適用免除会員９名）
２月１８日（本　日） ３２名 ７８％
２月４日（メーキャップ後） ３７名 ９０．２％

本日の例会 ２月２５日（木）１２：３０〜　於  ダイワロイネットホテル和歌山４Ｆ

●卓話「現政権のマニフェストに見る企業経営への影響」
㈲キンキ賃金研究センター代表・人事コンサルタント
 的場　章敏さん

●お誕生日お祝い
岸裏　廣澄さん　２月１６日　岩橋　五郎さん　２月２２日
島　　公造さん　２月２４日

●ピアノ演奏 中井　利枝さん
ＡＬＷＡＹＳ（中島美嘉）
Ｂｉｒｔｈｄａｙ（阿部芙蓉美）

●卓話「嶋　清一　　戦火に散った伝説の左腕」
 大阪府立和泉高等学校教諭　山本　暢俊さん

次回の例会 ３月４日（木）１２：３０〜　於  ダイワロイネットホテル和歌山４Ｆ
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ク ラ ブ 日　　時 内　　容
 

和歌山城南Ｒ．Ｃ． 2月25日（木） リラックス例会
 

和歌山南Ｒ．Ｃ． 2月26日（金） 休会
 

和歌山中Ｒ．Ｃ． 2月26日（金） クラブフォーラム 「和歌山中Ｒ．Ｃ．育英会」 創立記念例会
4 4 4 4 4 4

和歌山北Ｒ．Ｃ． 3月 1日（月） クラブフォーラム 「識字率向上月間に因んで」
 

和歌山アゼリアＲ．Ｃ． 3月 1日（月） 卓話 「食の安全」 ㈱大近　萱畑　隆司さん
 

和歌山Ｒ．Ｃ． 3月 2日（火） 卓話 「前立腺がんについて」 和歌山県立医科大学泌尿器科　原　勲さん
 

和歌山西Ｒ．Ｃ． 3月 3日（水） 和歌山大学留学生会へ 「卒業記念アルバム」 贈呈式
 

和歌山東南Ｒ．Ｃ． 3月 3日（水） クラブフォーラム 「社会奉仕」
 

中村　靖男さん  ５１周年記念例会で在籍４０年表彰ありがと
うございます。今後もよろしく御指導お願い
します。

中野　久生さん  入会３０年になりました。今後共何卒よろしく
お願いいたします。

寺下　浩彰さん あっと云うまの２５年でした。皆様のお蔭です。
玉置　博康さん 在籍２５年表彰有難うございます。
玉置　博康さん 県高野連出席の日当です。
黒田　純一さん  在籍２５年の表彰をして頂き有難うございま

す。あっという間の２５年でした。
八幡　建二さん 祝、創立５１周年。
島　　公造さん 在籍２０年表彰有難うございます。
田原　久一さん 創立５１周年お目出とうございます。
古屋　光英さん 創立５１周年を祝して。
中山　恒夫さん 創立５１周年記念例会を祝して。
笹島　良雄さん 祝、創立記念日例会。
谷口　文利さん 創立５１周年を祝して。
野上　泰造さん ５１周年を祝して。
瀧川　嘉彦さん 永年在籍会員表彰ありがとうございます。

阪神タイガース応援団一同
 ５１周年お目出とうございます。

〔皆出席表彰〕  真野　賢司さん　岡野　年秀さん 
山本　進三さん　角谷　芳伸さん 
瀧川　嘉彦さん　（１年皆出席）

にこにこ箱� ありがとうございました

 本日の累計  １３６，１７７円（計１８名　２１件）お誕生日お祝い  ４１９，０００円　皆出席  １１０，０００円　その他  １，８４４，４９１円）  累計額  ２，３７３，４９１円 

おめでとうございます！
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■ 中村　靖男さん （４０年）
年々歳歳花相似たり、歳々年々人同じからずや。Ｒ.Ｃ.（会員）も年々歳々変動している。激動の大正、

昭和、平成３時代を生きて人生８６年目となり、この世の栄枯盛衰変転を感じます。
私は１９６９年１１代岡会長時に入会して本年で４０年を過ぎました。和歌山東Ｒ.Ｃ.５１周年記念例会で

４０年在籍表彰を受けたことは喜ばしく光栄であり、感動しています。ありがとうございます。人生の半分をＲ.Ｃ.と共に
歩んだ４０年間を回想してみるに、１５代堀良造会長時に幹事として本町公園に「和歌山東Ｒ.Ｃ.の森」を１５周年記念とし
て植樹して市民の憩いの場として社会奉仕をした。老齢ながら私の会長時に４５周年記念として世界遺産指定された
高野山の周辺の山々に子孫に残す「ロータリー１００周年記念の森林」を２６４０地区社会奉仕事業と共に継続植樹して、
地球環境保全に協力した。
国際奉仕としてスナーダイクマエ孤児院の識字率向上運動に国際ロータリーと共に奉仕活動し、喜びと誇りに感動

した。
２００４年国際ロータリー世界大会（大阪ＤＭ）に全員参加出席して有意義な大会となった。
最後に５１年間脈々と続いた先輩たちが築いた歴史と伝統の重みを体得して真のロータリー精神である人々に愛、

友愛と親睦、職業奉仕、社会奉仕―超我の奉仕をもって新鮮で若々しく楽しい和歌山東Ｒ.Ｃ.に革新（会員増強）をすべ
く努力すべきである。

■ 中野　久生さん （３０年）
あっという間の３０年でした。私が入れて頂いたのは島村佐次郎先生で、非常に厳しい方でしたが、
怒っていただいたことが今につながっているのでロータリーに入会させて頂いたのは有難いことでし
た。また当時には東京に出ていく前の津本陽先生も会員としておられました。
３０年間東ロータリーの良き仲間に感謝すると共に今後ともよろしくお願い申し上げます。

■ 玉置　博康さん （２５年）
私の紹介者は御前昌一さんです。入会当時は１００％の出席率ということで忙しい中、一生懸命メー

キャップをしておりました。皆さんも努力をしながらなるべく１００％は守って頂きたいなと思います。
とにかく、楽しい東ロータリーであって欲しいと常に思っております。

■ 黒田　純一さん （２５年）
思い出としましては、私がソング委員長をしているときに「和歌山東ロータリーの唄」をつくろうという

ことになりました。出来上がったものは想像以上に素晴らしい出来で私はこの歌が大好きです。今後も
ずっと歌っていきたいと思います。
もう一つは、こばと学園に私の絵を飾って頂いていることです。立派な額に入れていただいて「絵を
描いていてよかったな」と思っています。

■ 島　公造さん （２０年）
あっという間の２０年です。「いろはいろはの繰り返し」という私の信条のもとこれからも若い人と共にが

んばれるだけがんばって、出来る限りロータリーにおつきあいさせて頂きたいと思います。今後ともよろ
しくお願いします。

■ 瀧川　嘉彦さん （５年）
私は山本会員と角谷会員に誘っていただいて入会させて頂きました。入会当時はあまりにもレベル

が違ってあまり居心地が良くなかったのですが、皆さんによくしてもらって５年間やってこられました。
これからも自分が出来る範囲で頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。

第10回理事・役員会議事録

議　題

①　新入会員承認
　　松田弘治殿　（勤務先　住友生命保険相互会社）

②　例会場の変更について
　　・ダイワロイネットホテル和歌山　２月２５日（木）
　　・ダイワロイネットホテル和歌山　３月　４日（木）
　　　試験通常例会を開催し、その後も他の場所を調査し、検討を続ける。

③　地区大会の参加人数を増す。
　　当日の交通事情や交通費増を検討した結果、参加者に５，０００円を補充する。

④　識字率向上運動の協賛について
　　・クラブより例年通り２万円協賛。
　　・未使用切手、書き損じハガキの募集を行う。

⑤　次々期ガバナー候補について
　　当クラブの現状を検討した結果、現状では困難であると一致し、候補を出せない旨表明する。

日時・場所　２０１０年２月１８日（木）  ルミエール華月殿３Ｆ（牡丹の間）

①　Ｉ.Ｍ.３組協力願いの件
　 　１０月２日（土）　県民文化会館　東ロータリークラブ担当なので、クラブ全員一致協力して盛り上
げ成功させたい。近々役員（案）を発表するので宜しくお願いします。

②　ロータリー１００年の森林について
　　今般和歌山県より（申請　平成２１年１１月提出）
　　和歌山県「森林による二酸化炭素の吸収等環境保全活動の認証」の受賞決定
　　＝１年に約１１トン削減＝　　近々表彰されます。

③　松本歌織さん（財団奨学生送り出し）
　　ジュネーブ大学で元気に勉強しています。よく連絡をしてくれます。

報 告 他 笹島　良雄さん

永年在籍表彰

おめでとうございます。

永年在籍表彰者挨拶


