
      

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

   

 

第 2640 地区和歌山東南ロータリークラブ ２００７～２００８ 

例会日：水曜日 

第１・第２    夜間・18:30～ 

第３・第４・第５ 昼間・12:30～ 

例会場：華月殿 和歌山市屋形町 2-10 

事務局：〒640-8227  

  和歌山市西汀 26 経済ｾﾝﾀｰ 7F 

  TEL073-423-3666 FAX073-423-7200 

http://www3.cypress.ne.jp/tonan-rotary.html 

E-mil   a-rotary@coral.cypress.ne.jp  

 

和歌山東南ロータリー 

会  長  市川正夫 副会長 坂口和男 

会長エレクト 津川善昭 

 幹  事  駒阪純章  副 幹 事  溝落和作 竹中昭美 

 会  計  土屋一博  副 会 計  早田充宏 

 会場監督  松浦 薫 副会場監督  奥村智子 山田剛弘 

 直前会長  神谷尚孝 

1３号 

                          市川正夫会長 

 

幹事の駒阪様、元気に例会に復帰され何よりです。 

 さて、クラブ細則第１条の「理事および役員の選挙」

についてでありますが、第１節に「会長は、10 月の

第 1 例会で、１１月第１例会において、次期役員及び

理事（４大奉仕部門委員長及びＣＬＰ・クラブ細則検

討委員長）の候補者を選出する旨、告知する。候補者

は、立候補、会員の推薦又は理事会が指定する指名委

員会の指名した会員とする。」と規定されております。 

１２月の第１例会の年次総会において、出席者の投票

により決定いたしますので宜しくお願い致します。 

ここで、理事についてですが、ＣＬＰについてＩＤＭ

等を開催したながで、来期はＣＬＰ・クラブ細則検討

委員会は、情報・規定委員会に集約してはどうかとの

意見も多数あったように思われますが細則の変更等

の手続きが済んでおりませんので、来期も今期の細則

に沿った理事の選出とさせて頂きますので、御了承く

ださい。 

先週例会報告    会場監督 松浦 薫 

会長挨拶   
駒阪君・例会は欠席だし、東南会コンペはドタキャン

だし、申し訳ございませんでした。 

土屋君・先日、松浦さんお世話になりました。月見に

一柄は良かったです。 

本人お誕生日御祝・郷間君、山田君。 

配偶者お誕生日御祝・山本君。 

本日の例会                 10 月 24日(水)『華月殿』12:30～ 
        行事予定 ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ 職業奉仕委員会 

卓 話 釜中甫干会員「ベンチャー企業であり続けるために」 

次回の例会 

の例

会 

ｸﾗﾌﾞ会報委員長 中岡隆文 副委員長 郷間博敏   

 

ニコニコ箱 

 

 
楠本君・Ｋ・Ｇ・Ｋゴルフコンペで素晴らしいキャデ

ィーバッグを頂きました。 

山口君・ありがとう。 

米山記念奨学会 

報告 

出席者報告                                                       

会員総数 39 名    10/ 3 出席者 25 名・出席率 67.57% 

出席免除会員 2 名 9/ 19 出席者 30 名・出席率 81.08%                井畑委員長 

                10月 17日(水)『華月殿』12:30～     

通算(1790回)   ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 四つのテスト 
行 事 クラブフォーラム 米山記念奨学委員会 

卓話 米山奨学生 白 艶花様 

ニコニコ箱 米山奨学金 ﾛｰﾀﾘｰ財団 東南育英会

累計 697,955 261,000 282,000 7,000  

出席率 UPにご協力をお願いします。 

 
市川君・駒阪さん、元気で復帰なによりです。 

楠本君・ちょっと良いことがありました。 

奥村(智)君・お休みの松浦さんの代わり、会場監督を

やらせてもらいます。 

和歌山東 RC：嶋 弘伸様、豊田英三様 

ロータリー財団
 

                            駒阪純章幹事 

◇ＩＭ3組の開催日が近づいてき 

ました。〔10月 20日(土）です〕出来るだけ、皆様

全員で参加しましょう。 

◇木潮会との懇話会開催について 

 開催日 2007年 11 月 20日（火） 

 場 所 ダイワ・ロイネット和歌山（於） 

 出席者 市川会長、駒阪幹事、楠本広報委員長の 

        3名、出席予定 

◇花いっぱい推進協議会より 

 ２００６～２００７年度の事業報告と花壇管理明 

細書の回覧 

幹事報告  

 

第１回東南会 

ゴルフコンペ 
 

優勝  角谷会員  

９月２０日岬カントリークラブ 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

    

     

５．    奥さんの健康を気遣う 

６．    一緒に外出する 

７．    旅行を計画する 

 

男性は単細胞ですので、妻たる者は長年連れ添って解

るとおもいますが、夫に最低してほしいこと。 

１．    笑顔をたやさないこと 

２．    亭主の好きな物を食卓に並べる 

３．    誉めまくる、さすがお父さん、私が選んだ人 

４．    聞き上手になる 

５．    ときにはおしゃれを 

６．    ときには愛の儀式を、あまえて頂戴 

７．    健康であること 

 

夫婦間では、いくら誉めても、誉め殺しということ

はありません。以上、長年連れ添った夫婦であればこ

そ願うのです。ある日、突然、これを実行すると「お

父さん病院にいって診てもらっては」と言われるか解

りませんが、無視して実行するのみです。相手が 100

点満点のことをしてくれないと、腹が立つこともあっ

たでしょう。社運や子供の将来がかかっているからで

はないでしょうか。今はこの年になって 60～70 点満

点でいいのです。いつも寛大な心を持ち、妻の夫の間

違いを許すことに喜びを感じるようになることです。 

 結びに、改めて申し上げたいことは、資産の他寡と

は関係ないのです。これからの人生を豊かに送るに

は、健康と家庭のオアシスと小さな人生哲学だけあれ

ばよいと思います。人生８０～９０歳の現在、余生は

もはや人生の余りものではありません。それどころ

か、一生のうちで最も大切なひと時なのです。健康に

留意し、ある日、眠りが如くコロリと天寿をまっとう

するまでは、頑張ります。 

 

 

 

 

国際奉仕委員会   （代理発表 井畑副委員長） 

９月２２日 ＪＡ会館にて：クラブ世界奉仕委員長会

議が開催されました。 

○地区基本方針として、水保全・保健と飢餓・識字率

向上を重点にＷＣＳ活動を推奨する。その中で今現

在、世界中で 12 億人もの人々が安全な水を入手する

アクセスをもっていないとの事で、各クラブに於い

て、何とかしてＷＣＳ事業を計画していただきたいと

の話がありました。【例：井戸 1 本試掘するのに１万

円から２万円程度で出来るそうです。】小額の事業で

も結構ですので、各クラブに於いて計画してください

とのこと。（総額１０万円以下のプロジェクトもたく

さんあるそうです。） 

○来年 5 月頃にフィリピンにＷＣＳ事業に基づく現

地視察を計画しているので、各クラブでの参加者を募

って欲しいとの話がありました。正確な日時が決まり

ましたら案内いた します。 

○アンコール小児病院プロジェクト視察について。今

年１１月２２日～２７日にアンコール小児病院現地

視察を行なう計画が、岡山後楽園ＲＣより届いていま

す。参加されたい会員は国際奉仕委員会まで申し出て

下さい。 

『ロータリーの友』『１０月号報告』 

広報・雑誌委員会 楠本委員長 

１ 是非お目通し頂きたい記事『ヨコ組み』 

P1ＲＩ会長メッセージ『自らの職業に最善を尽くす』 

P31『若者が料理の腕を競う』チェスリン・ベイカー  

P42■エバンストン便り    ■管理委員長の思い 

２ 是非お目通し頂きたい記事『タテ組み』 

P14俳 壇 ２６４０地区ロータリアン入選句 

『登り来て日光きすげ見て想ふ』大阪･堺 堤  淳 

   柳 壇 ２６４０地区ロータリアン入選作 

『年金の政策転じ離婚ふえ』和歌山･白浜 橋本恵治 

『山頂で望む黒潮弧を描く 和歌山･新宮 塩崎公治 

『ぐい飲みをあれこれ替えて夜の酒』 

大阪・堺和田 聖花 

Ｐ２５ロータリーアットワーク 

『５年後の再会』   和歌山西ロータリークラブ 

『市役所ロビーでロータリーを広報』 

美原ロータリークラブ 

 

委 員 会 報 告  

今から 19年前、私は胃の摘出手術を行いました。幸

いにも他に移転もなく、再発の心配もなく毎日をそれ

なりに過ごさせて頂いております。今や急速に発展し

た医学のおかげで早期にさえ発見できれば、ガンを含

む全ての生活習慣病をほとんど完治させるか、コント

ロールできるのです。ただし、自覚症状が出てからで

はもう早期とはいえず、手遅れの状態に近いようで

す。そうなっては、近代医学でも歯がたちません。つ

まり、自覚症状が出る前の段階で、いかに早く発見す

るかが最も大切なことであると思います。食事が美味

しく、よく眠れ、疲れを知らず健康感に溢れている人

でも、ある程度の年齢になれば、必ず年に１－２回は

人間ドックに入って、チェックすることが必要ではな

いでしょうか。 

 私の少年時代は貴志川で育ったのですが、子供の頃

は、近所に空地、山、池、川があり、昼過ぎに学校か

ら帰るとすぐランドセルを放り出して、悪童達が空地

に集まります。そして、鬼ごっこ、縄跳び、戦争ごっ

こ、とんぼ取りなど、日が暮れるまで、駆けずりまわ

ったものです。今はどうでしょう。学校帰りに進学塾

を２～３件はしごして、夜 8時か 9時ごろにならない

と帰らない子供が少なくないそうです。幼稚園に父親

の車で行く子供さえいます。つまり、子供のころから

運動不足が始まっています。老いは足腰からくるとい

います。年を取ってから歩け、歩けでは遅すぎるので

はないでしょうか。 

 最近、年を重ねることで思うのですが、夫が妻にお

こなうべきこと、忘れてはならないこと、その言う、

私は実行されていませんが、 

１．    記念日を忘れない 

２．    思いやりと優しさを行動でしめす。 

３．    同じ趣味を持つ 

４．    突然、花を贈る 

 

お誕生月会員卓話 私の高齢化社会での健康についての思い 山田剛弘 


