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●卓話「みんなで磨く和歌山市」
 和歌山市長　大橋　建一さん

●夜間家族例会

●ロータリーソング 島　公造 ソング委員長
「和歌山東ロータリークラブの歌」 「手に手つないで」

●ビジター紹介� 上中　崇司 親睦委員
和歌山南Ｒ．Ｃ． ７名 和歌山東南Ｒ．Ｃ． ２名
和歌山西Ｒ．Ｃ． １名 和歌山中Ｒ．Ｃ． １名
和歌山城南Ｒ．Ｃ． ３名

●出席報告� 島　公造 出席委員長
会員数５６名（内出席規定適用免除会員９名）
７月１７日（本　日） ３７名 ７８．７％
７月 ３日（メーキャップ後） ４７名 １００％

前回の例会� ７月17日（木）�Ｐ．Ｍ６：３０〜�於��和歌山東急イン

次回の例会� ７月31日（木）

本日の例会� ７月２４日（木）�

  ク ラ ブ   日　　時   内　　容
和歌山城南Ｒ．Ｃ． ７月２４日（木） 例会変更
和歌山南Ｒ．Ｃ． ７月２５日（金） 例会変更
和歌山中Ｒ．Ｃ． ７月２５日（金） 例会変更
和歌山北Ｒ．Ｃ． ７月２８日（月） クラブフォーラム 「今期の活動方針と事業計画」
和歌山アゼリアＲ．Ｃ． ７月２８日（月） 卓話 「今どきの大学は…」 和歌山大学副学長 （観光学部教授） 小畑　力人さん
和歌山Ｒ．Ｃ． ７月２９日（火） 卓話 「あがらの和歌山〜人間てほんまにおもしゃいで」 ＮＰＯ紀州文化の会事務局長　大江　寛さん
和歌山西Ｒ．Ｃ． ７月３０日（水） 卓話 「わいんエコプロジェクトについて」 田中　敬彦会員
和歌山東南Ｒ．Ｃ． ７月３０日（水） 体験例会

●クラブフォーラム
「地区協議会の報告」

●お誕生日お祝い
黒田　純一さん  ７月４日　岡本　哲爾さん  ７月１７日
豊田　英三さん  ７月２２日　武田　慎介さん  ７月２８日

●ピアノ演奏� 中井　利枝さん
魅惑の宵（Ｒｉｃｈａｒｄ  Ｒｏｄｇｅｒｓ）
セイリング（Ｇａｖｉｎ  Ｓｕｔｈｅｒｌａｎｄ）
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八幡　建二 会長

　本日は夜間家族例会のご案内を差し上げましたところ、メンバーの方はもちろんご家族の方々もこのように多
くの方々のご出席をいただき、誠にありがとうございます。
　本年は創立50周年という大変大きな節目の年でございます。来年2月21日に創立50周年記念式典をこの東急
インで予定しております。その節には、メンバーの皆様はもちろん本日お越しの奥様方にもご参加をお願いします。
　最近は非常に暗いニュースばかりでございますが、明るいニュースがありましたのでご紹介したいと思います。

　先日の新聞に載っておりましたが、我がロータリークラブの真野さんが「国土交通大臣賞」を受賞いたしました。
　真野さん、本当におめでとうございます。
　先日の日曜日、地区の会長会議がございまして出席してまいりました。
　最近のロータリー財団というテーマでパストガバナーのポリオに関するお話がありました。
　今年のいつもと違うところは、ロータリーから要請してビルゲイツ氏より一億ドルの寄付をいただきました。その条件として私
たちも3年間で同じ額を用意しますということです。
　現在、全世界に120万人のロータリアンがいるわけですので、ざっと一人90ドル、年に30ドルを3年間でお願いするということ
です。20年かけて行ってきたポリオ撲滅運動の結果、毎年30万人が発病していた患者が今や1000人あまりになりました。しか
し、ここで止めますと元の30万人に直ぐ戻ってしまいます。取り組んだ以上は、国連の皆様と協力してポリオ発生がゼロになるま
で頑張らねばならないと思いますとおっしゃっておりました。
　みなさん、今期はまだ始まったばかりでございます。今年一年どうかよろしくお願いいたします。

会 長 報 告

前田　成蔵 幹事

　今年度、幹事を仰せつかっております前田でございます。よろしくお願いいたします。
　今年初めてのご家族をお迎えしての夜間例会ということで、お忙しい中お集まりいただきましてありがとうご
ざいます。
　会長からもご挨拶ございましたが、本年は創立50周年という大変大きな節目の年でございます。ご家族の方
にもいろいろとお手伝いをお願いするとは思いますが、ご協力いただきますようにお願いいたします。
　今年度、クラブ会員増強およびクラブ拡大委員長会議が、8月2日、うお健ビル4階でございます。担当委員
長ご出席よろしくお願いいたします。

幹 事 報 告

ご 挨 拶 李　亜涼さん

　皆さん　こんばんは
　私はロータリー米山奨学生になって、皆様には大変お世話になりました。これからも皆さんの期待にこたえる
ためにもっと頑張りたいと思います。本日はありがとうございました。

米 山 奨 学 生

マルチプルポールハリスフェロー  表彰

に にこ こ 箱 ありがとうございました

三毛理一朗さん  梅雨が明けました。青空にギラギラと太陽が、皆さ
ん呉 も々健康でクラブ出席率の向上に頑張りましょう。

楠本　　章さん 暑い日が続きますが、がんばりましょう。
中村　靖男さん 夏の夜間家族例会が楽しく、盛会を祈ります。
藤田　昌宏さん 初夜間例会に家族と共に出席出来て。
山東　勝彦さん  家族例会お世話になります。楽しい例会を期待して

います。
山東　勝彦さん  総会で収支報告、皆様のご協力で無事成立致しまし

た。感謝。
内畑　瑛造さん  会長、幹事納涼夜間家族会たのしみにしています。

よろしくお願いします。
野井　　晋さん 家族例会楽しくやりましょう。
中野　久生さん 祝夜間例会。
村田　昌之さん 暑い、あつい！！　気力　気力。
寺下　浩彰さん 夏が来た。
黒田　純一さん 祝夜間例会。
真野　賢司さん  思いがけなくもいみじくも和歌山新報の一面トップに

掲載して頂いて…。　嬉しいやら、恥ずかしいや
ら…　色々お気遣い有難うございました。

河本　清邦さん 今日はゴッチになります。
名手　　功さん 家族例会楽しみましょう。
中江　遵義さん  ボヤキ材料ばかりの「ジャイアンツ」　うらやましいな

あ「タイガース」
島　　公造さん 家内に花を有りがとう！！
古屋　光英さん  納涼夜間例会を祝して。看板の納涼の文字をロータ

リーマークで作りました。
松田　洪毅さん  家族例会のおかげで家内と初めてデートが出来まし

た。感謝！

岡野　年秀さん   納涼夜間例会を祝して。親睦委員の皆様ご苦労様
です。

中野　幸生さん 家内もお世話になります。
野上　泰造さん 今夜はごゆっくりおくつろぎ下さい。
谷口　文利さん 家族例会楽しみです。
中山　恒夫さん 納涼夜間家族例会を祝して。
笹島　良雄さん 野上委員長さん１年間盛り上げて下さい。
宮本　和佳さん 夜間家族例会、親睦の皆様ごくろう様です。
堀岡　忠男さん  夜間家族例会にさいし会員家族の皆様方と今宵一

時を楽しく過ごしましょう。
堀井　孝一さん うれしい事がありました。
岸裏　廣澄さん サマー家族例会、役員の皆様ご苦労様です。
角谷　芳伸さん 楽しい夜間例会ありがとうございます。
瀧川　嘉彦さん 家族例会楽しみです。よろしくお願いします。
糟谷　元春さん  皆さん夜間例会楽しんで下さい。私は今週東京で出

稼ぎです。一人寂しくホテルで過ごしております。
土方　浩市さん 家族例会楽しみます。
吉田　篤生さん やっと梅雨があけましたね。
森川　宏昭さん 祝、家族例会！！
赤井　雅哉さん 初めての夜間例会を楽しみにさせてもらいます。
八幡　建二さん  多くのメンバー及び家族の方の参加ありがとうござい

ました。
前田　成蔵さん  ご家族の皆様、本日は今年度初めての夜間家族例

会にご出席ありがとうございます。
  親睦委員長さん、委員の皆さんご苦労さまです。よろ

しくお願いします。
樫畑　友洋さん 暑さをすっとばしてがんばりましょう。

 本日の累計  １３０，０００円（計３８名）（お誕生日お祝い  ５，０００円　皆出席  ５，０００円　その他  ３６９，８６０円）  累計額  ３７９，８６０ 

堀井　孝一 会員

７月１３日（日）　会長会議　八幡　建二 
７月１４日（月）　海南東Ｒ.Ｃ.　糟谷　元春、加藤　裕司、瀧川　嘉彦、武田　慎介
７月１８日（金）　和歌山南Ｒ.Ｃ.　森川　宏昭
７月１９日（土）　委員長会議　加藤　裕司 / ７月２０日（日）　委員長会議　嶋　　忠弘

メーキャップ
状　況



1. 真実かどうか

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

2. みんなに公平か

夜間家族例会 �Ｐ．Ｍ�６：３０〜�於��和歌
山東急イン

乾
杯
！


