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■2015－2016年度初例会

■ピアノ演奏 中井　利枝さん
美しいものになら（倉本裕基）
夕陽のソネット（倉本裕基）

■2014－2015年度最終例会

■ロータリーソング 黒田　純一 ソング委員長
「和歌山東ロータリーの歌」
「瀬戸の花嫁」
「手に手つないで」

6月24日（水）　和歌山東南R.C.　笹島　良雄■臨時総会「2014－2015年度決算報告」
「2015－2016年度予算報告」

〉〉本日の例会� 7月2日（木） 〉〉前回の例会� 6月25日（木）Ｐ．Ｍ．６：３０〜 於  ダイワロイネットホテル和歌山４Ｆ

〉〉メイキャップ� （敬称略）〉〉次回の例会� ７月９日（木）

出席報告 会員数 43名（内出席規定適用免除会員13名）

堀岡　忠男 会員
６月25日（本　日） 31名/36名 86.1％
６月11日（メーキャップ後） 27名/37名 73％ 皆さん、出席してください。

本日の累計 131,000円（計32名　34件）〔お誕生日お祝い　551,000円　皆出席表彰　55,000円　その他　1,795,864円　累計額　2,401,864円〕

１年間本当にありがとうございました。� 細川　竜二 会員　退会のご挨拶

　今回、仕事の都合で退会することとなりました。ちょうど１年前に入会させて頂いたばかりなのに
田原次期会長には大変申し訳なく思っております。
　理由としましては、弊社の東京営業所が将来飛躍するためそちらに就任して、営業活動を２年間頑
張ってきたいなと思います。何年か後また戻ってきたときに暖かく迎えていただければ大変うれしい
です。

内畑　瑛造さん  今期最終例会、会長、幹事、理事、役員の皆
様おつかれさんでした。

  今期一年間ソングで下手な童謡や唱歌、ここ
ろの歌にもかかわらずお付合有難うございまし
た。

野井　　晋さん  会長、幹事はじめ理事、役員の皆様ご苦労さ
んでした。

岩橋　五郎さん 御苦労様でした。
村田　昌之さん  山本会長さん、吉田幹事さん、亀田ＳＡＡさん

一年間本当にご苦労さまでした。
西本　　亨さん  本年度会長はじめ役員の皆様、どうもご苦労

様でした。
玉置　博康さん  会長、幹事はじめ理事、役員の皆様お疲れ様

でした。
黒田　純一さん  会長、幹事はじめ理事、役員の皆様お疲れ様

でした。
八幡　建二さん  会長、幹事はじめ理事、役員の皆様お疲れ様

でした。
島　　公造さん  山本会長はじめ役員の方 １々年間ご苦労様で

した。
田原　久一さん  １年間、お疲れ様でした。
中野　幸生さん  山本会長以下幹部の皆さん一年間誠にご苦労

様でした。
谷口　文利さん  会長、幹事、役員の皆様大変ご苦労様でした。
谷口　文利さん  古屋さん　お帰りなさい。
笹島　良雄さん  山本会長さん、吉田幹事さん、本当に御苦労

様でした。感謝しています。
堀岡　忠男さん  会長始め理事役員の皆様今期１年間御苦労さ

んでした。
岸裏　廣澄さん  山本会長、吉田幹事、亀田ＳＡＡ、１年間ご苦

労様でした。
糟谷　元春さん  会長、幹事はじめ理事、役員の皆様お疲れ様

でした。
樫畑　友洋さん  山本会長、吉田幹事一年間おつかれ様でした。
武田　慎介さん  妻に美しいお花をありがとうございました。

上中　崇司さん  山本会長、吉田幹事、亀田ＳＡＡ、本当にお
つかれ様でした。

赤井　雅哉さん  最終例会を祝して。山本会長、吉田幹事、ご
くろう様でした。

乾　　敦雄さん  山本会長、吉田幹事、１年間おつかれさまでし
た。ありがとうございました。

佐藤　義記さん  山本会長様、吉田幹事様、亀田ＳＡＡ様の皆
様一年間お疲れ様でした。

 ※娘から父の日にうれしい手紙を頂きました。
吉増　　亨さん  ３週間の長期セブ島出張でごぶさたしました。
 少し英語が話せる様になってきました！
林　　　毅さん  山本会長、吉田幹事、１年間お疲れ様でした。
伊東　伸夫さん  １年間お疲れさまでした。
細川　竜二さん  ありがとうございました。
片岡　聖佳さん  山本会長、吉田幹事、おつかれ様でした。
木下　智仁さん  一年間、お疲れ様でした。
山本　進三さん  クラブの皆さま、１年間本当にありがとうござい

ました。吉田幹事をはじめとする役員の皆さま
たいへんお世話になりました。

  来年度からは、縁の下の力持ち（？）となって頑
張っていきたいと思います。

  田原２次政権、順調にクラブを盛り上げていか
れることを期待します！

吉田　篤生さん  一年間ありがとうございました。自分なりにが
んばらせていただきました。

亀田　直紀さん  いよいよ最終例会です。一年間ありがとうござ
いました。

古屋　光英さん  ４年間の御無沙汰です。又入会させて頂きあ
りがとうございます。

 これからも宜しくお願いします。

阪神タイガース応援団一同
  １年間運営資金にご協力ありがとうございまし

た。タイガースは只今、首位です。

にに ここ にに ここ 箱箱 ありがとうございました   御 挨 拶 会長　田原　久一

　この度、伝統ある和歌山東ロータリークラブの会長職を拝命し、身に余る光栄と存じ
て居ります。
　当クラブの会長職は、２回目でありますが、責任ある、大役であり、身が引き締まる
思いであります。浅学非才の私にとって、この重職を全うするには、会員皆様の御指導
と御協力を賜るしかありません。会長職の任期中は誇れる良いクラブに一歩でも二歩で
も前進させるべく誠心誠意、全力を傾注して参る所存です。宜しくお願い致します。

❶ R.I.会長（2015－2016年度、ラビンドラン氏）テーマ
・ 「Be  a  gift  to  the  world」 世界へのプレゼントになろう
　ロータリアンの奉仕への意識を鼓舞されました。
・ 会員増強
　ロータリークラブの発展は会員増強が最重要である。

❷ 和歌山東ロータリークラブ今年度テーマ
「クラブの組織について考え、原点に立ち返ろう」
　 　会員相互の絆を大切にし、ロータリーファミリーの親睦を重視し、楽しいクラブ運営を行っていき
たい。そして会員増強が基本です。

❸ 各奉仕活動について
　　継続している諸活動については、更に内容を高めて継続していきたい。

❹ 「こばと学園」の支援及び「エイズ撲滅キャンペーン」
　　「こばと学園」への支援は、学園側の意見をふまえ、児童に役立つ支援を続ける。
　　「エイズ啓発活動」は大変重要な事項なので、注力していきたい。

❺ 「スナーダイクマエ孤児院」との交流
　　現地と情報交換を密にして、可能な案件については応援していきたい。

❻ 其の他
　　各委員会の活発なる御意見、御提案をお待ちします。

〔御礼〕
　末筆になりましたが、２０１４－２０１５年度山本会長様始め役員の皆様、難しい過渡期を見事に運営
して戴き感謝申し上げます。



1 真実かどうか

 2 みんなに公平か

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

退 任 ご 挨 拶� 山本　進三 会長　

　皆さん、１年間本当
にありがとうございま
した。
　思えば若輩者の私
が、会長として皆さま
に受け入れていただけ
るかどうか、愚か者と
見切られることなく最

後まで務めることができるか、不安の中、精一杯「自分流」
を貫き通した１年であったように思います。
　おかげさまで、この１年間の経験は私にとって、とても
良い人生経験となりました。何よりも自分が「成長したな
～」と感じるのは、今までになく人前で挨拶することに自
信を持てるようになったことと、心の片隅に残っていた「青
年」とか「若手」という、年配者への“甘え”の気持ちを払拭
することができたことです。
　これも毎回例会に出席していただき、私のつたない話に
耳を傾け、「会長報告、良かったよ」と励まし、声をかけて
いただいた多くの皆さまのおかげだと心から感謝しており
ます。本当にありがとうございました。
　この１年を振り返ると、印象に残る素晴らしい活動ばか
りでしたが、その中でも特に印象的だったことが幾つかあ
ります。
　奉仕事業においては、今年度初めて試みた「防災」という
社会奉仕事業、こばと学園への防災用倉庫の寄贈が特に印
象に残りました。なにぶん初めてのことだったので、どこ
まで受け入れてもらえるのか、正直、少し心配しておりま
したが、寄贈式ではこばと学園の皆さまの喜んでいる姿を
見て、やって良かったと実感しました。
　また国際交流では、長らく交流が途絶えていたシンガ
ポールＲＣへの訪問を行い、先方から本当に手厚い歓迎を
いただいたこと、そして姉妹クラブとの交流だけでなく、
親クラブである和歌山ＲＣとも、初の合同例会を開催する
ことができたのも本当に心に残る良い事業でありました。
　また理事・役員会においては、近年断続的に協議されて
きた例会場の変更について、うやむやに流れることなく結
論が出せたこと、そして最後の最後になりましたが、宿題
として残っていた次々期会長の選出を完了させることがで
きたことも本当に良かったと思っています。
　地区においても、発足以来初めてとなる選挙人会議に出
席し、終始緊迫した雰囲気の中、たいへん貴重な経験をさ

せていただいたこと、また当然のことながら、辻ガバナー
とも争うことなく無事に公式訪問を終了できたこともまた
良い思い出です。
　思えばスローガンのごとく、今できることを精一杯、最
後までやりきれた１年だったと思います。
　これもクラブ運営を完璧にこなし支えてくれた吉田幹
事、受け持った役割を全うしてくれた理事･役員・委員長
･ＳＡＡの皆さまのおかげです。本当にありがとうございま
した。
　今、我がクラブでは世代が少しずつ変わろうとしており
ます。年齢が若いとか、器ではないとか、決して躊躇す
ることなく、どの様な役割であっても、機会があればぜひ
チャレンジして下さい。
　そして伝統ある東クラブが、これからも活気のあるクラ
ブとして発展し、皆さまと共に、これからも長く楽しく活
動できることを祈念して私の会長退任挨拶とさせていただ
きます。
　クラブの皆さま、１年間本当にありがとうございました。

退 任 ご 挨 拶 吉田　篤生 幹事　

　皆さん１年間ありがとうご
ざいました。１年間山本会長
と一緒にやってきまして、幹
事として一番大事にしてきた
ことは会長の思いを皆さんに
伝えることで、自分の気持ち
は二の次にして会長のために
やろうと、ただし間違ったこ

とは身をはってでもとめないといけない、とそういう気持
ちでやってきました。
　それと若手と年配の方の垣根をなくしていくこと、より
良いクラブになるためにはこれは大事なことだとおもいま
す。
　残念なことは昨年７月に伊藤裕通会員が亡くなられたこ
とです。私は伊藤会員にかわいがってもらってまして、怒
られたことがありません。しかし、私の中では怒られたこ
とがない、というのがとても寂しいことでした。何とかこ
の１年で嫌な事を云ってもらおう、と思っていたのにそれ
が出来なかったのは残念でした。
　これから自分もまだまだご迷惑をかけると思いますが、
みなさんと一緒に勉強してして頑張っていきたいと思いま
すので、よろしくお願いいたします。

2014－2015年度  最終例会
（6月25日（木）18：30〜　於　ダイワロイネットホテル４Ｆ）

村田直前会長の乾杯

田原次期会長閉会の挨拶
手に手つない

で

花 束 贈 呈

田原次期会長から山本会長に花束贈呈 赤井次期幹事から吉田幹事に花束贈呈

　皆さんこんばんは。
　おかげさまで、無事に最終例会を迎えることができました。
　１年間、本当にありがとうございました。
　今宵は、過去の思い出に浸りながら、皆さまと楽しく親睦を深めたいと思います。
　地区の状況は未だ変化がありませんが、２７日（土）に開催されるクラブ会長会議には私が出席することになりましたの
で、改めてまた次年度、ご報告させていただくことになると思います。どうかよろしくお願い致します。
　後ほど退任の挨拶もあるようですので、会長報告はこれにて終了させていただきます。本日も最後までどうかよろしく
お願い申し上げます。

・お気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、ホテルの正門と南側の玄関に例会場の案内板を設置しました。今後正式
に例会場として例会を行っていきますので皆様よろしくお願いいたします。

・和歌山新報に、薬物乱用防止「ダメ。ゼッタイ。」の協賛広告を出しておりますので回覧します。

幹 事 報 告 吉田　篤生 幹事

会 長 報 告 山本　進三 会長


