
      

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

   

 

 

出席者報告                                                       

会員総数 39 名  3/ 5  出席者 23 名・出席率 62.16% 

出席免除会員 2 名 2/ 20 出席者 31 名・出席率 83.78%             井畑委員長 

 
東 RC 山野武彦様・今晩も宜しくお願い致します。 

奥村(智)君・山野さん、40 年ぶりのなつかしい御品あ

りがとうございました。 

IDM A 班・A 班 IDM 余剰金。 

IDMC 班・IDM の残金です。 

本人お誕生日御祝・中岡君。 

配偶者お誕生日御祝・太田君、角谷君、山口君。 

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 

３2 号 

                        神谷尚孝直前会長 

山野様メーキャップありがとうございます。 

特に報告はございません。 

 

 

 

 

先週例会報告   ゲスト 和歌山東 RC：山野武彦様  

  
 

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                 3 月 19(水) 『華月殿』 12:30～ 

               行事予定：IDM発表③  

ロータリー情報・規定委員会 

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 

 

                3月 12日(水) 『華月殿』 18:30～     

通算(1809回)  ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ：四つのテスト 

行事:外部卓話「ﾜｲﾝの話」ﾄﾞﾗﾌﾄ･ﾜｲﾝ･ｼｽﾃﾑ南方孝章様 

出席率 UPにご協力をお願いします。 

                            駒阪純章幹事 

・和歌山西 RC様より第 17回和歌山青年僧の会文化講

演会のご案内が届いております。時間のある方は是

非、お聞きになってください。 

日時：平成 20年 4月 16日(水) PM２：００開演です。 

場所：和歌山市民会館小ホール（入場は無料です） 

・去る３月２日(日)和歌山アゼリア RC様の 10周年記     

念例会がアバローム紀の国(PM６：００～)で行われ

ました。市川会長・駒阪幹事が出席いたしました。 

アゼリアバンドの素晴らしい演奏を聞かせて頂き

ました。 

又、来る 4月 5日(土)和歌山城南 RC様の 20周年記

念例会が行われます。市川会長と駒阪幹事が出席さ

せて頂く予定。 

・ ＪＲ和歌山駅正面メイン花壇の花の植え替え事

業分担金として社会奉仕より\30,000－を拠出致

しました。 

・マリーナシティー様より、宴会プランの案内及びＲ

Ｉよりロータリアン月間誌が届いておりますので

回覧致します。 

 

 

 

 

幹事報告  

 

ニコニコ箱 米山奨学金 ﾛｰﾀﾘｰ財団 東南育英会

累計 1,310,086 456,000 800,137 26,000  

 

吉田君・今日は社会奉仕委員会より識字率向上運動協

賛のお願いです。よろしくお願いいたします。 

 

山口君・少年野球開会式、今年は暖かかったです。 

米山奨学金  

初心者、大歓迎！！ マージャン大会開催 

平成２０年３月２２日（土）PM１２：００～食事。 

場所：新和歌ロッジ  

老後の為にマージャンを覚えよう！ 

マージャンは、奥が深いゲームです。覚え始めは、楽

しくて病みつきになります。 

 

第 27回(07～08年度)ライラセミナー参加者募集 
日時：平成 20年 5月 4日（日）～6日（2泊 3日） 

場所：大阪府立青少年海洋センター 

参加資格：14 歳～30 歳迄の青年男女、及びロータリ

アン（IACの場合は 13歳も可） 

確認事項：研修生は 2泊 3日の全工程の参加できる人 

要請人員：各クラブ 1名以上の研修生、及びﾛｰﾀﾘｱﾝ 

申し込み締め切り：平成 20年 3月 28日 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

あれは、昨年の１１月のある寒い日の出来事です。 

現場に出ていて、夕方会社に帰り、冷たい部屋に暖房を入れ、しばらくすると今まで 

に感じたことのない、少し軽い「めまい」：（頭がフラフラする感覚）を感じました。 

その夜も、次の朝も状態が良くならないので、これはおかしいと思い、すぐに病院に 

検査を受けに行きました。血液・尿・CT・MRIの検査をして頂き、夕方には検査結果 

を先生から聞きました。結果として、脳の一部に白いカゲがある：（脳梗塞が少し起こ 

っている。）また、血液からは、中性脂肪と総コルステロールが上限近くにあり、減ら 

す必要がある。そして、血液が少し粘っこいと言うことでした。 

 対策として、薬で数値を下げるか、食事療法にて対応するかの２者選択でした。家内も一緒に聞いてい

たので、まずは食事にて対応してみますとのことでした。それからは、食卓の上からは脂っこいものが消

えました。また、血液をサラサラにするために酢の物が必ず一品。以前から食べることができなかった納

豆が毎日。食事制限・療法はあまり苦にならなかったのですが、「マージャン禁止令」を出されたのが一

番つらかったです。 

 １月２４日に再検査を行いました。中性脂肪はかなりの減少であり成果がありましたが、総コルステロ

ールがほとんど減っていませんでした。それからは、食事制限と体重を少し落とす努力をしています。そ

れは、ごはんの量を少し減らすことと、適度の運動：腕立て・腹筋・背筋をそれぞれ５０回という風に。

（軽いジョッギングなんかが一番いいと思うが、なかなか出来ません。） 

 お陰で、体調はすこぶる万全です。また、以前のフラフラする感覚は、いつの間にかなくなっていまし

た。これも日頃から不規則な生活をしていてはダメですよ！もう若くないのだから自分の体をいたわりな

さい！という忠告の様に思えました。 

 皆様も、もう一度健康について考えて頂きたいと思います。これは自分自身の問題だけではなく、大切

な家族の為でもあります。最近になって、つくづく思っています。 

 

 

お誕生月卓話「自身の健康について」 和田達男会員 

「識字率向上月間について」吉田 遼 社会奉仕委員長 

委員会報告 第９回『ロータリーの友』地区だより『３月号報告』楠本聖二 広報･雑誌委員長 

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 ﾆｰｽﾞに合わせてﾁｬﾚﾝｼﾞを 

P11 ｲﾝﾄﾞ・ﾁｪﾝﾅｲに学校建設 河内長野 北島 一樹 

■ 特集 世界ローターアクト週間 

P13未来を担う ﾛｰﾀｰｱｸﾀｰ ２６４０地区 記事掲載 

P18李東建氏に聞く 2008-09年度国際ロータリー会長           

P21ＲＩ国際大会 図書寄贈運動で世界記録に 

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』 

P12卓 話 の 泉 

「やすらかな睡眠」（有）アベックス代表取締役 薬

剤師 松岡 晋  堺西ＲＣ・同ＲＣ会員   

2是非お目通し頂きたい記事『タテ組み』 

P12卓 話 の 泉 

「やすらかな睡眠」（有）アベックス代表取締役 薬

剤師 松岡 晋  堺西ＲＣ・同ＲＣ会員   

P14俳 壇   ２６４０地区ロータリアン入選句 

歌 壇   ２６４０地区ロータリアン入選作 

柳 壇   ２６４０地区ロータリアン入選作 

P21ロータリーアットワーク 

■知って役立つ『ROTARY JAPAN』ホームページ情報 

 

本日は社会奉仕委員会より、識字率向上運動協賛のお願いということで、地区より 

5分間スピーチをし、会員の皆様にお願いしなさいということのようです。 

現場アフガニスタン復興の為のノンフォーマル教育普及応援しております。 

 23年間の内戦で破壊された教育の問題深刻です。難民の急増に対して学校や教員 

が不足し、教育を受ける事が出来ない子供たちがたくさんいます。内戦時代に学校 

に行けなかった大人たちの約 70％が読み書き出来ません。アフガニスタンでの寺子 

屋事業はこうした大きな問題に取り組んでいます。 

 「識字によって生活を良くしていこう」と人々に訴えました。実験的寺子屋は、カブール市内計 3軒建

設しました。2005 年度は、いよいよ寺子屋での活動が始まります。皆さん、教育に未来を託そうと頑張

っているアフガニスタンの人々を応援して下さい。 

 3月度の識字率向上月間を目指しての、書損じ葉書・未使用切手・未使用テレフォンカード・ポケット

コインの御協力下さい。 

 宜しくお願い申し上げます。 

 

 


