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‘確信と絆で作ろう、希望の未来へ！！ 今日より一歩’
「奉仕を通じて平和を」
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大橋　建一さん 卓話の御礼を頂きました。
内畑　瑛造さん  お忙しい所卓話においで頂き大橋市長

有難うございます。
村田　昌之さん 市長さんご苦労さまです。
寺下　浩彰さん  妻の誕生日にきれいなお花ありがとう

ございました。
黒田　純一さん 大橋市長、本日はご苦労様です。
八幡　建二さん 大橋市長さん卓話ありがとうございます。
松田　洪毅さん  島会長、山本幹事さん歴代会長会では

大変お世話になりました。
  来月で半期が経ちますが後半も頑張っ

て下さい。期待しています。
松田　洪毅さん  ロータリーの友英語版に私共の会社が

掲載されました。世界１２０ヶ国に配信
されるとの事です。皆様のご協力のお
陰です。感謝します。

谷口　文利さん  大橋市長さん、本日はありがとうござ
います。

中山　恒夫さん  家内の誕生日にきれいな花をお届け頂
きありがとうございました。

笹島　良雄さん  田原会員よりゴルフの目標未達を反省
してと頂きました。

山野　武彦さん  市長さん御忙しい所有難う御座居ま
す。卓話楽しみにしています。

岸裏　廣澄さん  大橋市長さんお忙しい中卓話にお越し
下されありがとうございます。

樫畑　友洋さん  大橋市長さまご多忙の折、卓話ありが
とうございます。

赤井　雅哉さん  先日のみかん狩りご参加ありがとうご
ざいます。

島　　公造さん  大橋市長、本日は和歌山東ロータリー
クラブにようこそおいで下さいました。

 卓話楽しみにしています。
島　　公造さん  ロータリーの友英語版に松田洪毅さん

の会社紹介が載りました。
  松田さんおめでとうございます。尚こ

の本は世界１２０ヶ国に配布されている
とのことです。

山本　進三さん  大橋市長、本日はお忙しい中卓話にお
こしいただきありがとうございます。

 よろしくお願い致します。
上中　崇司さん  本日、乾さんの代役をつとめさせてい

ただきます。よろしくお願いします。
阪神タイガース応援団一同

［お誕生日お祝い］
吉田　篤生さん  お祝いありがとうございます。４６才

になります。
［皆出席表彰］
松田　洪毅さん １年皆出席

出 席 報 告 会員数 ４４名（内出席規定適用免除会員１６名） 　黒田　純一 出席副委員長
皆さん、出席してください。

11月22日（本　日） 28名 80.0％ 11月8日（メーキャップ後） 31名 88.6％ （欠席4名）

本日の累計  102,000円（計18名　22件）〔お誕生日お祝い　248,000円　  皆出席表彰　15,000円　  その他　1,024,210円　　累計額　1,287,210円〕

ありがとうございました

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  島　公造 会長　　会長報告
　みなさんこんにちは。先日の日曜日、赤井新世代・高齢者委員長のもと、ご家族を含め２０名と
大勢の我がクラブメンバーが恒例のミカン狩りを行いました。こばと学園は先生、生徒で３５名と
楽しくミカン狩り、焼き肉、最後にゲームと行事をスムーズに終える事ができました。皆様ご協
力有り難うございました。後日園長からお礼の電話をいただき「子供達はとっても喜んでいました。
ありがとうございました」。そして「ぜひ来月の餅つき大会には沢山いらして下さい」との事でした。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  山本　進三 幹事　　幹事報告
　１２月６日の例会は年次総会になりますので、会員の皆様はご出席をお願いいたします。
　ロータリーの友　英語版、２０１２－２０１３ No.７１に当クラブの松田洪毅会員の会社が掲載され
ました。おめでとうございます。回覧します。
　ロータリー第２６４０地区より
　　 •１２月のロータリーレートのお知らせです。　１ドル＝８０円

　　 •確定申告用の領収書発行手続きの関係で年内の寄付は１２月２０日までにお願いしますのとことです。
　田辺ロータリークラブ創立６０周年記念ゴルフ委員会より、創立６０周年記念ゴルフ大会のご案内
　　平成２５年３月１７日（日）　白浜ゴルフ倶楽部
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クラ ブ 名 日 　 　 時 内 　 　 容

和歌山城南Ｒ．Ｃ． 11月29日（木） 例会休会

和歌山南Ｒ．Ｃ． 11月30日（金） 卓話 「エルトゥールルから何を学ぶか」 大山　典男会長

和歌山中Ｒ．Ｃ． 11月30日（金） ＲＩ研究（２） 「財団研究　運用失敗の責任」

和歌山北Ｒ．Ｃ． 12月 3日（月） 年次総会

和歌山アゼリアＲ．Ｃ． 12月 3日（月） 年次総会、第３回クラブ協議会

和歌山Ｒ．Ｃ． 12月 4日（火） 年次総会

和歌山西Ｒ．Ｃ． 12月 5日（水） 年次総会　終了後和歌山県防災センター見学会

和歌山東南Ｒ．Ｃ． 12月 5日（水） クラブ総会、上半期活動報告

お誕生日お祝い 皆 出 席 表 彰

吉田　篤生 会員
４６歳になりました。
２０代の気持ちで頑張
ります。

松田　洪毅 会員
皆さんありがとうござ
います。通算１６年です。
もう少し頑張ります。

社会奉仕事業「世界エイズデー　２０１２ ｉｎ 和歌山」
●卓話「老化に伴う目の病気」
 日赤和歌山医療センター眼科部長　大谷　篤史さん

●ピアノ演奏� 中井　利枝さん
蒼い夜（アンドレ・ギャニオン）
めぐる想い出（アンドレ・ギャニオン）

●年次総会
① 次々期会長、次期副会長、次期幹事、次期会計 
次期理事承認の件

②クラブ細則改正（案）承認の件

●卓話「もっと和歌山に自信を！」
 和歌山市長　大橋　建一さん

●ロータリーソング� 村田　昌之 次期会長
「それでこそロータリー」

本日の例会 11月29日（木）

次回の例会 12月6日（木）

前回の例会 11月22日（木）

１１月２２日（木）　サンライズ－ｅクラブ
　吉田　篤生
１１月２２日（木）　和歌山城南Ｒ.Ｃ.
　角谷　芳伸、松田　弘治、山野　武彦

メイキャップ情報  （敬称略）

　世界エイズデー（１２月１日）に伴う事業である標記イベントが
晴天のもと、和歌山大学の構内で実施されました。
１. 日　　時　１１月２４日（土）
２. 場　　所　和歌山大学構内　和大祭に合わせて
３. 共催団体　県内ロータリークラブ、和歌山県、和歌山市、医師会

　このイベントも回を重ねるごとに進化し、今回４団体の協働とな
り、大きなうねりとなりました。イベントへのクイズ参加者は３００名
弱、即日検査受診６０名ｅｔｃ、多くの方々に対してＰＲ効果を挙げました。
学生の方々が将来教育者の立場で又、社会人のリーダーとして、更
にこの運動の広がらん事を念じます。

第２６４０地区社会奉仕委員会
笹島　良雄 顧問



2. みんなに公平か

1. 真実かどうか

4.みんなのためになるかどうか

3. 好意と友情を深めるか

　東ロータリーでの卓話も３回

目だと思います。平日の昼間は

お城の周りを散歩するようにし

ています。去年の９月から健康

のためもありますが、歩いていると季節の移り

変わりがよく分かります。今は紅葉が大変きれ

いです。今年岡公園に茶室が３つオープンしま

して、春からいろんなイベントを行っています。

　「もっと和歌山に自信を！」という事が本日

のテーマです。

　和歌山城天守閣は１９４５年の７.９大空襲で焼失、５８年に再建された。鉄

筋コンクリート製だが、形は忠実に復元している（１８４６年に落雷で全焼、

４年後に再建された時の図面に基づき復元した）。建築費約１.３億円、半

分以上が市民の寄付によるもので、貧しいなかでも再建したことは自信

の源と云えます。

　最近再建された御橋廊下の東

に、当時二の丸御殿に大奥があっ

た。初代頼宣と１４代茂承以外の藩

主は二の丸御殿に住んだ。二の丸

御殿は江戸城本丸御殿を模してい

たため、表・中奥・大奥に分かれ

ていた。大奥があるのは、江戸城・

和歌山城・名古屋城のみである。表は紀州藩の藩庁、中奥は藩主が執務

を行う普段の生活空間、大奥は藩主の正室や側室たちの居所だった。

　これからの和歌山市の観光は、アクセスを良く

し、紀の川筋との水平連携で客を呼びたい。観光

のコツは、和歌山の良いところを見つけて自慢し、

来て頂いた方を心を込めて御もてなしをする事が

大事だと思います。私も恥じも外聞も捨てて和歌

山市の観光に力を入れて行きたいと思いますので

皆様もどうか宜しくお願いします。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 和歌山市長　大橋　建一さん　　卓　　話 「もっと和歌山に自信を！」

イラストからゆるキャラに出世した「吉宗くん」

今年１１月から始めました。ラーメンの知識をもった
１００人位の運転手さんにご協力して頂いています。


