
      

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

   

 

 

出席者報告                                                       

会員総数 39 名  2/ 13 出席者 25 名・出席率 67.57% 

出席免除会員 2 名  1/30 出席者 29 名・出席率 78.38%             井畑委員長 

 
和東 RC 山野武彦様・今宵も宜しくお願い致します。 

有本君・本をお買い頂き、有難うございました。 

松浦君・駒阪サン、先日はお世話になりました。 

 

太田君・和歌山東南 RC創立 37周年、おめでとうござ

います。 

山口君・米山にご協力をお願いいたします。 

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 

2９号 

                         市川正夫会長 

和歌山東ＲＣの山野様いつも有り難うございます。

又、寺下様ようこそおいでくださいました。ごゆっく

りとお過ごしください。 

 さて、平原ガバナーより地区大会におけるクラブ表

彰について各クラブから申請するよう要請がきてお

ります。当クラブからは、東南育英会や学童野球支援

等の奉仕活動から青少年育成事業表彰、姉妹クラブ及

びその他、国内外のクラブと共同で支援しているカン

ボジア・アンコール小児病院支援のＷＣＳ活動につい

ての２点を申請します 

 

 

 

先週例会報告    

  
 

和歌山東 RC：山野武彦様 

会場監督 松浦 薫 

会長挨拶  

本日の例会                 2 月 27日(水) 『華月殿』 12:30～ 

              行事予定：外部卓話  

学校法人 東海学園和歌山外語専門学校 理事長  

坂本順一様（地区 GSE委員長） 「アジアの人材」 

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  

報告 

 

                2月 20日(水) 『華月殿』 12:30～     

通算(1806回)  ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ：奉仕の理想 
行事：会員卓話 2月お誕生月会員 太田会員、奥村(博)会

員、青木会員、保田会員、和田会員、奥村(智)会員 

出席率 UPにご協力をお願いします。 

                            駒阪純章幹事 

※和歌山軟式野球連盟より学童野球の案内が届いて

おります。 

開会式日時 平成 20年 3月 2日(日)午前 8時 45分 

場所 和歌山市民球場 

雨天等にて中止の場合 3月 9日(日)午前 8時 45分      

せせらぎ球場において行います。 

出席は今のところ市川会長・籠田新世代委員長・駒

阪幹事以上 3名を予定しておりますが雨天等で中止

になった場合、この日は東南 RCの親睦旅行の日程と

重なっておりますので、ことによると旅行に参加され

ない方で時間のある方にお願いする場合も有るかも

しれませんのでご了承宜しくお願い致します。 
※和歌山中 RCより合同例会のご案内です。 

 平成 20 年 5月 9日(金) 午後 6時～9時 

ダイワロイネットホテルで行われる予定となってお

ります。これに伴って合同ゴルフ大会が前日の 5月 8

日(木)大阪ゴルフクラブで行われます。近日になれば

詳しいご案内をさせて頂きます。 

※マリーナシティー和歌山館より展示卸売会のご案

内とロータリーワールドの月刊誌が届いております

ので回覧致します。 

 

 

幹事報告  

 

米山記念奨学会 

報告 

ニコニコ箱 米山奨学金 ﾛｰﾀﾘｰ財団 東南育英会

累計 1,220,295 449,000 790,137 26,000  

ビジター 和歌山東 RC：山野武彦様、寺下浩彰様 

 
角谷君・創立 37 周年おめでとうございます。 

神谷君・主旨に賛同して。 

山田君・創立 37 周年、お祝い申し上げます。 

ﾛｰﾀﾘｰ財団  

報告 

創 立 ３７周 年 記 念 例 会  

 乾杯 

太田豊隆会員 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『私が当クラブに入会した頃を中心にして』 
私が最初にロータリークラブへ入会するようにお勧めをいただきましたのは、まだ 

和歌山東南ＲＣ（創立 1971 昭和 46,2,20）が出来るより以前、1966昭和 41年 2月 

ごろで、観潮楼の坂口さん他数人のロータリアンが見えて入会するようお話しがあり 

ました。 

 私は 1961年昭和 36年 11 月 18日 34歳で紀三井寺貫主に就任しましたが、この年の 

春四月、名草山大山火事があり、秋には第二室戸台風、それに先師のご遷化という三重 

苦を背負ってのスタートでした。さらに戦中・戦後殆ど手をつけられていなかった伽藍 

はどこもかも風雨のため荒廃しており、此れが復旧のため「紀三井寺救世観音奉賛会」を設立し、東奔西走の

さ中で、此れが終わったら入会させていただきますとその時お約束しました。旧国宝・重文の建造物の修理・

防災設備工事の為、国・県・市の補助金と地元負担金の浄財勧募に、また工事関係者との折衝等で体がいくつ

あっても足りない時でした。このとき計画した全ての工事を終了し、昭和 44 年（1969）の秋、紀三井寺開創

1200年の記念大法要を無事済ますことが出来ました。 

 それからしばらくして今度は私の知人で、嵯峨未生流生け花の先生の高木閑堂さんからロータリークラブへ

入会するようにお勧めがあり、先に坂口さんとの約束もありましたので入会を承諾しました。私は市内にいく

つものロータリークラブがあるとは知らなかったのです。初めの話は南ＲＣの坂口さんからのもので、その後

和歌山東南ＲＣ創立されていて、私が高木さんの勧めで東ＲＣへ入会しようとすると、その頃テリトリーの関

係で、和歌山東南ＲＣの会員の承諾が必要でした。和歌山東南ＲＣの会員の皆さんは私が東ＲＣへ行くことに

反対で和歌山東南ＲＣへの入会を強く望まれましたので、私は東南ロータリークラブへ入れていただくことに

なったのです。 

 しかし一時、和歌山東南ＲＣもクラブが大荒れに荒れたことがあります。優秀な会員が何人か退会され、残

念に思っています。他人の言葉にこだわりを持ったり、「和」の心「輪」の心を忘れて自己主張のあまり強い人

は、集団の中で生きていくことは出来ません。私はあるとき江戸時代の儒学者佐藤一斎先生の「言志四録」の

中の言葉「春風接人 秋霜自粛」に出会い、此れと反対のことばかりしていた自分を省み、今ではこれが座右

の銘になっています。これからも皆さん仲良くやっていきましょう。至りませんが何卒宜しくお願い致します。 

 

  

優勝 青木会員 奥様 

2 位   早田充宏会員  

3 位   津川善昭会員 

 

 

第 ３回 ﾏｰｼﾞｬﾝ大 会結果  

    親 睦 家 族 日 帰 り 旅 行 の ご 案 内    親睦委員長奥村智子 
日 時．2008年３月９日（日）     場 所．淡路島・鳴門方面「大塚国際美術館見学」 

参加費．５,000円（お 1人）      集合場所．出発 ９：００ JR和歌山駅東口（元あぜくら前） 

前 々会 例 会   委 員 会 報 告  

        創 立 ３７周 年 記 念 卓 話     前田孝道会員 

 

BB   中板国夫会員 

BM   前田孝道会員 

第８回『ロータリーの友』地区だより『２月号報告』     
広報・雑誌委員長 楠本聖二 

１ 是非お目通し頂きたい記事   『ヨコ組み』 

P1 ＲＩ会長メッセージ 相互理解と平和の架け橋

を築く 

特集 世界理解月間 

P5 世界を知り 世界とともに 

P6 世界の各地で活動するロータリアン 

P10 アジアの家族たちのために 

P21 ポリオ今まさに行動のとき 

ポリオ撲滅の好機 THE ROTARIAN ２月号 

P46 ■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』 

P12 ◆卓話の泉 雷の話      関西電力（株） 

橋本営業所所長 玉置利行 橋本ロータリークラブ 

P14 俳 壇 ２６４０地区ロータリアン入選句 

脚いたみ初め行くほどに紅葉濃く  大阪・堺堤 淳 

   柳 壇 ２６４０地区ロータリアン入選作 

出る杭になって気が付く時おそし 大阪金剛井俊太郎     

ゴミ沈むヘドロの川面月映す 和歌山・岩出 北山俊也 

P16 言いたい  聞きたい  

ロータリーとは（私的一考察） 堺西  宮田 和義   

P26 ロータリーアットワークドライバーはもっとマナ

ーを！和歌山南ロータリークラブ 

P31 2008－09年度「友」表紙のテーマが決まりました 

2009-10年度「友」表紙写真をご準備ください 

 

 

 

 


