
●メイキャップ状況●（敬称略）

６月１７日（金）　和歌山南Ｒ.Ｃ.　黒田　純一、島　公造、真野　賢司
６月２０日（月）　和歌山北Ｒ.Ｃ.　樫畑　友洋、角谷　芳伸、笹島　良雄、寺下　浩彰、堀岡　忠男、松田　弘治、
八幡　建二、吉田　篤生 / ６月２１日（火）　大阪梅田Ｒ.Ｃ.　堀井　孝一 / ６月２１日（火）　和歌山Ｒ.Ｃ.　松田 洪毅
６月２４日（金）ガバナー補佐会議　松田　洪毅 / ６月２７日（月）和歌山アゼリアＲ.Ｃ.　黒田　純一、堀岡　忠男、
真野　賢司、吉田　篤生 /６月２８日（火）　和歌山Ｒ.Ｃ.　乾　敦雄、角谷　芳伸、山本　進三
６月２９日（水）　和歌山東南Ｒ.Ｃ.　中山　恒夫、山野　武彦、吉田　篤生
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「地域を育み 大陸をつなぐ」

「地域に広げよう、友情の輪」
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会 長 報 告 � 　野上　泰造�会長

皆様、こんばんは。会長報告を申し上げます。
今期の例会も、今日を含め後２回になりました。何とか次期に引き継げそうです。皆様方のご支援、

ご協力の賜物と感謝致します。
振り返れば東日本大震災、そして地区の次期ガバナー問題、と難問に遭遇しました。そして言いた

い事を抑えて来たことも沢山あります。また「やろう！」と思っていたことも充分には出来ませんでした。全ては、次期
に引継ぎます。
国内では、悪い話題ばかりでは無く、心温まる話題も沢山ありました。伊達直人の出現や、ＡＫＢ４８が上半期だけ

でアルバムとシングル盤で６７億円を売り上げ、ウインブルドンではクルム伊達公子がビーナス・ウイリアムスに後一歩
のところまで追い詰めました。テレビの地デジ化による家電販売店は、大繁盛の様子です。
我がクラブにおいても、ますます明るく、発展することを祈念し、会長報告と致します。

幹 事 報 告 � 古屋　光英�幹事

• �２６４０地区２０１１－２０１２年度のための地区協議会の開催案内が届いております。
 日時は７月１０日（日）リーガロイヤルホテル堺４階ロイヤルホールにて開催します。
• �２６４０地区より２０１０－２０１１年度ガバナーエレクト事務所開設のお知らせが来ております。
• �Ｒ．Ｉ．レート（７月１日～）１ドル８２円（現在と同じ）

●２０１０－２０１１年度最終例会

●ピアノ演奏� 中井　利枝さん
夜の静けさの中で（アンドレ・ギャニオン）
二日間の旅　　　（アンドレ・ギャニオン）

本日の例会 �6月30日（木）Ｐ．Ｍ�6：30〜�於�ルミエール華月殿５Ｆ

●初例会
次回の例会 7月7日（木）

●ご長寿お祝い例会
●ロータリーソング� 島　公造さん
「和歌山東ロータリーの歌」「手に手つないで」

●ビジター紹介� 赤井　雅哉 親睦委員長
和歌山南Ｒ．Ｃ．　２名　　和歌山中Ｒ．Ｃ．　１名

●出席報告� 島　公造さん
会員数  ４９名（内出席規定適用免除会員１１名）
6月23日（本　日） ３１名 ６８．９％
6月  9日（メーキャップ後） ４０名 ９３％

前回の例会 �6月23日（木）Ｐ．Ｍ�6：30〜�於�グランヴィア和歌山６Ｆ
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ク ラ ブ 名 日　　時 内　　容
和歌山城南Ｒ．Ｃ． 6月30日（木） 最終例会
和歌山南Ｒ．Ｃ． 7月  1日（金） 初例会
和歌山中Ｒ．Ｃ． 7月  1日（金） 　〃
和歌山北Ｒ．Ｃ． 7月  4日（月） 　〃
和歌山アゼリアＲ．Ｃ． 7月  4日（月） 　〃
和歌山Ｒ．Ｃ． 7月  5日（火） 　〃
和歌山サンライズＲ．Ｃ． 7月  5日（火） 　〃
和歌山西Ｒ．Ｃ． 7月  6日（水） 　〃
和歌山東南Ｒ．Ｃ． 7月  6日（水） 　〃

本日、スナーダイクマエ孤児院のメアス博子さんにお越し頂いていますが、毎年神戸と東京で開催
している孤児院の子供の絵画展を和歌山で開催する事の相談を受け、当クラブが協賛し、８月５日～
７日に東急インの１階のギャラリーで絵画展を和歌山で初めて開催することになりました。メアス博子さ
んにその PRとお礼を兼ねてお話しして頂きます。

委員会報告

国際奉仕委員会� 瀧川　嘉彦�委員長

いつもお世話になりありがとうございます。又本日はお招き頂き有難う御座います。そして今年は初
めて子供たちの絵画展を私の出身の和歌山で開催したいと瀧川さんにお願いしていた処８月５日～７
日に開催できることになり、大変嬉しく思っています。カンボジアでは美術の授業はなく、院内で行っ
ている絵画教室での作品を展示いたします。お忙しいと思いますがどうぞお越し頂きたく存じますので
宜しくお願い申し上げます。

メアス博子さん挨拶�

三毛理一朗さん  今宵は私達の為にこの様な盛大なる祝宴
を催して戴き身に余る光栄です。

  クラブ益々の繁栄と皆様方のご多幸を祈り
ます。

中村　靖男さん  米寿のお祝い会開催して頂いて有難うご
ざいます。大正、昭和、平成と３時代８８
年を生き抜き多難と辛苦の人生を送った。

  ロータリーの奉仕の精神で今後も努力しま
すのでよろしくご指導願います。

山東　勝彦さん  三毛、中村、伊藤、中野久、野上、谷口、
堀井さんおめでとうございます。

 今後ともご自愛ください。
内畑　瑛造さん  長寿のお祝いを受けられた皆様、これか

らもお元気で。
野井　　晋さん 長寿のお祝会お目出とうございます。
伊藤　裕通さん 傘寿の内祝。
中野　久生さん 古希の御祝をいただき皆様に感謝。
中野　久生さん  ６／１４日ゴルフ例会に於いて皆様のお陰

で久しぶりの優勝が出来ました。「感謝」
村田　昌之さん 無題
西本　　亨さん 祝、御長寿の御祝。

玉置　博康さん 県高野連の日当です。
名手　　功さん 長寿を祝して。
中江　遵義さん  久しぶりになつかしい人のお顔をみせてい

ただきました。
島　　公造さん 長寿を祝して。
田原　久一さん 本日はお目出とうございます。
岡野　年秀さん 祝、長寿。
谷口　文利さん お祝いして頂きありがとうございます。
宮本　和佳さん 責任のとりかたは辞する以外になし。
角谷　芳伸さん 長寿を祝して。
瀧川　嘉彦さん 長寿を祝して。
上中　崇司さん 長寿を祝して。
赤井　雅哉さん  長寿を祝して。みなさま、おめでとうござ

います。
松田　弘治さん 夜間例会の設営お疲れさまです。
野上　泰造さん お祝い頂きありがとうございます。
古屋　光英さん 長寿を祝して。
山本　進三さん  人生の節目をお迎えになる皆さまおめでと

うございます。
阪神タイガース応援団一同
 お目出とうございます。

ありがとうございました

本日の累計  １８９，３４０円（計２５名 ２７件）（お誕生日お祝い ６８０，０００円  皆出席表彰 １７５，０００円  その他 ２，５７２，５９５円）  累計額  ３，４２７，５９５円
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今日お祝いをお受けになられる皆様には、おめでとうございます。私もその一人ですが、今後は、ま

すます健康に留意され、東クラブの為にご尽力頂きたくお願いいたします。卒寿の方は白寿を、米寿の

方は卒寿を、と更に上を目指して頂きたく、お願いしまして、ご挨拶と致します。

ご長寿お祝い会
開会の挨拶� 野上　泰造 会長

お祝いの言葉 田原　久一 次期会長　

次期会長の田原でございます。ご指名がありましたので、僭越でございますが、

お祝いの言葉を申し上げます。

　三毛　理一朗さん　（卒寿）　　　中村　靖男さん　（米寿）　　　伊藤　裕通さん　（傘寿）

　中野　久生さん　　（古希）　　　谷口　文利さん　（還暦）　　　野上　泰造さん　（還暦）

以上の皆さま方、本日はおめでとうございます。

先輩の皆さま方が、お元気でこの日を迎えられた事は、会員一同心よりお喜び申し上げる次第です。

今後ますますお元気で、ロータリー活躍をされることを期待し、お祝いの言葉と致します。

三毛　理一朗さん　　卒寿 中村　靖男さん　　米寿

伊藤　裕通さん　　傘寿

谷口　文利さん　　還暦 野上　泰造さん　　還暦

中野　久生さん　　古希

2. みんなに公平か
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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

6月23日（木）Ｐ.Ｍ 6：30 〜
　　　　於 グランヴィア和歌山６Ｆ


