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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　 古屋  光英　 笹島  良雄　 武田  慎介　 吉田  篤生　
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●卓話
 当クラブ会員（プログラム委員長）村田　昌之さん
 

●創立５０周年記念式典�
●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唄」
●ビジター紹介� 森川　宏昭 親睦委員
和歌山Ｒ.Ｃ.　　　６名　　和歌山南Ｒ.Ｃ.　　２名
和歌山東南Ｒ.Ｃ.　４名　　和歌山西Ｒ.Ｃ.　　１名
和歌山北Ｒ.Ｃ.　　２名　　和歌山城南Ｒ.Ｃ.　２名
●出席報告� 島　公造 出席委員長
会員数５４名（内出席規定適用免除会員９名）
２月２１日（本　日） ４１名 ９１．１％
２月１２日（メイキャップ後） ４５名 １００％

前回の例会� 2月21日（土）１５：００〜　於和歌山東急イン

次回の例会� 3月12日（木）

本日の例会� 3月5日（木）

  ク ラ ブ   日　　時   内　　容
和歌山城南Ｒ．Ｃ ３月５日（木） 卓話 「和歌山と朝鮮」 山名　充行会員
和歌山南Ｒ．Ｃ． ３月６日（金） 第４回Ｉ．Ｄ．Ｍ．発表
和歌山中Ｒ．Ｃ． ３月６日（金） 第３回クラブ協議会
和歌山北Ｒ．Ｃ． ３月９日（月） 休会
和歌山アゼリアＲ．Ｃ． ３月９日（月） 台北高峰ＲＣ訪問での参加会員帰国報告会
和歌山Ｒ．Ｃ． ３月１０日（火） 卓話 「ロータリーの広報について」 ２６４０地区雑誌広報委員長　川村　克人さん
和歌山西Ｒ．Ｃ． ３月１１日（水） 仏教卓話　寺坂　義章幹事
和歌山東南Ｒ．Ｃ． ３月１１日（水） Ｉ.Ｄ.Ｍ.発表

●卓話「生きている喜び」�
 日本会議和歌山女性の会副会長　柳岡　克子さん

●ピアノ演奏 中井　利枝さん
ミュージック・ボックス（Ｍａｒｉａｈ  Ｃａｒｅｙ）
ユア・ソング（Ｅｌｔｏｎ  Ｊｏｈｎ）

２月１６日（月）　和歌山北Ｒ.Ｃ.　西本　亨メーキャップ状況

2009年  3月 5日（木）  週報 / VOL.50 No.33（通巻2396）

八幡　建二 会長

　皆さん  こんにちは。いよいよその日がやってまいりました。本日の出席者１１１名の内、約半数がお客様

でいらっしゃいます。ご協力を宜しくお願いいたします。京都の御茶屋の言葉で「出迎え三歩、見送り七

歩」という言葉がありますが、やはり最後の見送りが最も大切だと思っておりますのでどうか最後の最後ま

で皆様のご協力をお願いいたしましてご挨拶といたします。ありがとうございました。

会 長 報 告

前田　成蔵 幹事幹 事 報 告

　本日は幹事報告はございません。

創 立 50 周 年 記 念 式 典

に にこ こ 箱 ありがとうございました

岡本高比古さん 50周年お祝い
楠本　　章さん 祝50周年。
中村　靖男さん  和歌山東R.C.50周年を迎えて誠におめでとうご

ざいます。
藤田　昌宏さん 50周年を祝して。
山東　勝彦さん 祝創立50周年おめでとうございます。
内畑　瑛造さん  創立50周年おめでとうございます。御来賓の

方々ご参加ありがとうございます。
野井　　晋さん 祝50周年。
嶋　　忠弘さん 50周年を記念して。
伊藤　裕通さん 50周年お祝い。
前田　成蔵さん 50周年お祝い。
村田　昌之さん 我が東R.C.の50周年を祝す。
西本　　亨さん  創立50周年おめでとうございます。大役をまか

されてなにも出来ませんでしたが、これからも
前向きでロータリークラブ活動にがんばります。

寺下　浩彰さん  50周年共にお祝いしましょう。担当委員の皆様
方に感謝!

玉置　博康さん 50周年を祝して。
玉置　博康さん 県高野連理事会の日当です。
黒田　純一さん 50周年をお祝いして。
真野　賢司さん 祝50周年。
河本　清邦さん 創立50周年を祝して。
名手　　功さん 50周年を祝し。
八幡　建二さん 祝50周年。
島　　公造さん 50周年、コングラチレーション!
田原　久一さん 創立50周年を祝して。
古屋　光英さん 創立50周年を祝して。
松田　洪毅さん 祝50周年、おめでとうございます。
岡野　年秀さん  記念例会に出席できたことを祝して、おめでと

うございます。
中野　幸生さん 50周年をお祝いして。
野上　泰造さん 祝50周年。

谷口　文利さん 祝50周年。
中山　恒夫さん 創立50周年を祝して。
山本　進三さん 祝50周年。
笹島　良雄さん  輝かしい記念日を心から祝い申し上げます。こ

れを機に更に発展に努力しましょう。
宮本　和佳さん 創立50周年を祝って。
堀岡　忠男さん  創立五十周年を祝し、当クラブの益々の御発

展を御祈願致します。
山野　武彦さん  創立50周年記念式典に関しまして、各役員の

皆様方、又各行事の御担当の皆様方に心より
厚く御礼申し上げます。

豊田　英三さん  祝50周年!諸先輩方のおかげです。感謝します。
（本日所用のため出席かなわず申し訳ございま
せん。）

岸裏　廣澄さん 50周年を祝して。
亀田　直紀さん 祝50周年。
亀田　直紀さん 妻にきれいなお花ありがとうございました。
角谷　芳伸さん 祝50周年。
瀧川　嘉彦さん 祝50周年。
加藤　裕司さん 50周年記念祝賀会おめでとうございます。
嶋　　弘伸さん 祝50周年。
田中　完児さん 祝50周年。
糟谷　元春さん 祝50周年。
土方　浩市さん 祝50周年記念式典。
樫畑　友洋さん 祝50周年。
吉田　篤生さん 祝50周年。
上中　崇司さん 祝50周年。
森川　宏昭さん 祝!50周年!!
赤井　雅哉さん 50周年おめでとうございます。

 本日の累計  ５４５，０００円（計４８名　５０件）（お誕生日お祝い  ５６６，０００円　皆出席  １３５，０００円　その他  ２，０４１，３１６円）  累計額  ２，７４２，３１６円　５０周年お祝い金　５３９，０００円 



乾杯・勝野露観ガバナー記念ゴルフ大会優勝　初田隆生さん 記念ゴルフ大会シニア優勝　前窪貫志さん 松本空港Ｒ.Ｃ.　青森信之副会長祝辞

八幡建二会長式辞

大橋建一和歌山市長祝辞 商工会議所　小倉正義専務理事祝辞 和歌山市長より感謝状授与 在籍４０年以上会員表彰　楠本　章さん　中村靖男さん読書感想文最優秀賞　宮崎由伸君

仁坂吉伸和歌山県知事祝辞

中山恒夫副会長閉宴挨拶

勝野露観ガバナー祝辞

宮本和佳記念事業副委員長

西本亨５０周年実行委員長挨拶

松田洪毅５０周年実行副委員長挨拶
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50th Annivers
ary


