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　2008年4月、私は和歌山東ロータリークラブに入会させていただき、早いもので8年
経過しました。
　山本進三会員の強い勧めで入会してから現在までSAA・委員長・幹事などを経験さ
せていただき、ついに会長という大役を務めさせていただく事になりました。
　甚だ若輩者ではございますが、精いっぱいがんばってまいります。
　どうかご指導ご鞭撻、またご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

　国際ロータリー2016-2017年度ジョンFジャーム会長は「人類に奉仕するロータリー」というテーマ
を選びました。
　社会貢献への熱意を持つ職業人が集うロータリー独自の力を生かせば大きな目標も達成できる、そ
して「世界でもっと大きな『よいこと』をする推進力となるために、固い決意でポリオ撲滅を成し遂げ、
ロータリーをさらに前進させながら、これまでの成功をバネに飛躍するときが来たのです」と述べてい
ます。
　また、国際ロータリー第2640地区2016-2017年度福井隆一郎ガバナーは「対話から新たな一歩へ　
共に楽しむロータリー」という地区活動方針を打ち出し、「国際ロータリー第2640地区が、長いトンネ
ルを抜け出して新たな一歩を踏み出そうとしている今、できるだけ多くの会員同志との対話が必要で
ある」と述べています。

　我が和歌山東ロータリークラブは再来年、創立60周年を迎えます。
　先輩方が築いてこられた歴史と伝統を尊重し、良い前例は踏襲を、そして変えてゆかなければなら
ない事は充分に議論して時代に合ったものに変化をさせる。
　そうすることでクラブを活性化させ、会員ひとりひとりが輝いている、そんなクラブ運営をしてい
きたいと思います。
　社会奉仕活動を中心としたロータリークラブの行う事業が、夢や希望を多くの方々に与えられる様
努力してまいります。
　また、親睦活動と会員増強は最も重要な活動として取り組んでいきたいと思います。
　会員の皆様、1年間どうかよろしくお願い申し上げます。

■ 2016-2017 年度　和歌山東ロータリークラブ　テーマ

　「仲間を増やし、社会に貢献しよう」

■ 2016-2017 年度　和歌山東ロータリークラブ　基本方針
　  1.  親睦活動の充実
　  2.  社会奉仕事業の充実
　  3.  会員拡大の推進
　  4.  姉妹・友好クラブとの関係強化
　  5.  その他

会　長　上中　崇司2016-2017 年度会長所信



1 真実かどうか

 2 みんなに公平か

赤井雅哉　幹事
　今期は幹事の職につかせて頂き皆様
にはご迷惑をおかけしたことも多々
あったと思いますが任期を終えること
ができ、肩の荷が下りた思いです。
　各委員長、理事の皆さまありがとう
ございました。
　次年度はプログラム委員長を任命さ
れ、卓話の準備を始めるにあたり今期

を反省するなかで会員相互の交流、理解が薄れてきている
ように思いました。
　このような状況も鑑みて次年度のプログラム委員長とし
て会員卓話に重点を置きたいと考えております。つきまし
ては、新会員の会員卓話だけでなく、数年来卓話をされて
いない先輩会員による卓話をお願いしたいと考えておりま
すのでご協力お願い申し上げます。

田原久一　会長
　皆様こんばんは! いよいよ最終例会に
なりました。最後の会長報告をさせて
頂きます。
　今期のクラブテーマを「我々の組織に
ついて考え原点に立ち返ろう」としまし
て、特に増強が気になりました。会場
も昨年の7月からロイネットホテルに変
更になり、私は2回目の会長職頑張りま

した。自分にほめております。
　そして、この一年間ご尽力、ご協力頂いた会員の皆様に、
厚くお礼申し上げます。また、私を支えて頂いた理事・役
員の皆様、特に幹事の赤井さん、心から感謝致します。
　そして、来週から始まる「上中丸」への一層のご支援をお
願いいたします。
　今宵の最終夜間例会を充分に満喫して親睦をしていただ
きたいと思います。
　後ほど、ご出席の理事・役員の方々には、ご挨拶を頂き
ます。
　皆様一年間本当に有り難うございました。

2015-2016年度　理事・役員ご挨拶

山本進三さん（48才）
まだまだ頑張りますのでこれからもよろしくお願いい
たします。

後　　亮さん（44才）
皆さんからは若いと言われますが、あちこち悪いとこ
ろが出てきています。これからも無病息災でがんばり
ます。

お誕生日お祝い

ロータリー財団・米山記念奨学会からの表彰 新会員を紹介した会員に
R.I. からバッジが贈られました後　　亮さん　ポール・ハリス・フェロー

樫畑友洋さん　マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
山野武彦さん　マルチプル・ポール・ハリス・フェロー②
　　　　　　　第２回米山功労者
中山恒夫さん　マルチプル・ポール・ハリス・フェロー③
山本進三さん　マルチプル・ポール・ハリス・フェロー④

佐藤義記さん　内畑瑛造さん　樫畑友洋さん



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

村田昌之　ロータリー財団・米山記念奨学会委
員長

　今期は米山記念奨学とロータリー財
団委員会を担当させて頂きました。
　皆様方のご理解を得て無事予定通り
期末を迎えました。ありがとうござい
ました。
　特に日本のロータリーの特色として
の公益財団法人ロータリー米山記念奨

学会についておさらいの意味で以下述べさせて頂きます。
1. 60年の歴史をもつ日本のロータリー独自の国際奨学事業

で、1952年東京ロータリークラブが、米山梅吉氏の功
績を記念して始めた事業が国内の全ロータリー地区の合
同事業に発展してもので、日本の全ロータリー稚樹が共
同でつくり、運営する奨学財団です。

1. 奨学金の支給対象は、日本の大学、大学院で学ぶ外国人
留学生です。

　 毎年700人以上の私費留学生を採用し、日本のロータリ
アンとの交流を通して、将来、日本と世界を結ぶ架け橋
となる人材を育てています。

　 2012年1月4日付けで新たに「公益財団法人ロータリー米
山記念奨学会」としてスタートしました。

岸裏廣澄　会計
　1年間ありがとうございました。
　私は出席率が最も悪い会員だと深く
おわび申し上げます。
　次期もよろしくお願いします。

上中崇司　S.A.A.
　皆様こんばんは、本年度SAAの上中で
ございます。
　田原会長、2度目の会長本当にお疲れ
様でした。
　次年度からは、私が会長に就任とい
うことで、身の引き締まる思いをして
おります。

　SAAは2回目ですが、本年度よりここダイワロイネットに
会場が変わり、以前の会場とはかなり雰囲気が変わったよ
うに感じております。
　新しい会場でメンバーの懇親がさらに深まり、伝統ある
和歌山東ロータリークラブがさらに素晴らしいクラブにな
ることを願っております。一年間ありがとうございました。

笹島良雄　クラブ副会長・クラブ奉仕プロジェクト
委員長・社会奉仕・青少年奉仕委員長

　田原会長の御指名に依り、多くの役
職を勤めました。各任務を完全に果た
し得たのか反省する所、大ですが概ね
各事業を無事終える事が出来て一安堵
という所です。
　唯、社会奉仕の事業として、高野山
の「ロータリー100年の森林」を親睦を

兼ねた見学会を計画していたのですが、実行力不足で出来
なかったのが心残りです。次年度で提案して実行出来れば
と考えて居ります。皆様方の御協力有難う御座いました。

山本進三　ロータリー情報・規定委員長
　1年間、ありがとうございました。近
年、情報規定委員会はIDMの取りまと
めが殆どの、あまり役割の無い委員会
だと思っていました。
　私自身の性分なのか、かかわった責
任･役職については、どうしても精一杯
してしまう癖がありまして、とうとう

今まで関わったことのある方が多かれ少なかれ不具合があ
ると感じていた「細則」にメスを入れてしまいました。
　大変面倒くさい作業を買って出てしまいましたが、これ
でクラブの運営が少しでも円滑になるのであれば本望です。
　来年も引き続き細則の追加変更について頑張って行きた
いと思います。
　よろしくお願いします。

佐藤義記　職業奉仕委員長
　2011年に当クラブに入会させていた
だいて、早6年目となりました。ここ数
年理事をさせていただいておりますが、
未だ知らないことばかりの毎日です。
今年度の職業奉仕事業は松本空港R.C様
が来られた際にと考えておりましたが、
日程等の事情により行えませんでした。

来年度は、親睦委員会を担当させていただきますが、新規
会員さんも増えましたので、皆様が親睦を図りやすいよう
企画していきたいと考えております。皆様、ご参加のほど
宜しくお願いします。

瀧川嘉彦　国際奉仕委員長
　最近例会に出られないことも多いで
すが、PTAの会長も奉仕の精神でしてお
ります。
　役が終わりましたらまた頑張ります
のでよろしくお願いします。
　1年間ありがとうございました

古屋光英　会員増強委員長
　昨年7月に、再入会させて頂き、理事、
会員増強委員長、副S.A.A.として、少し
は昔の感を取戻したと思います。会員
増強委員会としては、皆様の努力で5名
の新会員を迎える事が出来ました。有
難うございました。
　昨年度12月3日の年次総会にて、次々

期会長の重席に選ばれ早半年がたちました。これから頑
張って勉強していきますので、皆様方のご支援、ご協力宜
しくお願いします 2015-2016年度　理事・役員の皆様



1 真実かどうか

 2 みんなに公平か

山本直前会長
乾杯のご挨拶

笹島副会長
最後のご挨拶

花　束　贈　呈
田原会長、赤井幹事に上中次期会長、樫畑次期幹事から
花束が贈呈されました。

2015-2016年度
最 終 例 会

6月30日(木）P.M. 6：30~ 於/ダイワロイネットホテル和歌山4F
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例会場／ダイワロイネットホテル和歌山　〒640-8156 和歌山市七番丁26-1   TEL（073）435-3333・FAX（073）423-0057
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　吉増  亨　　内畑　瑛造　　三木  保典

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

例会日  木曜日  12時30分

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

1 真実かどうか　　　  2 みんなに公平か

ありがとうございました

内畑　瑛造さん　今期最終の夜間例会。田原会長、理事
役員の皆様一年間おつかれさんでした。

野井　　晋さん　田原会長、赤井幹事、役員の皆様方御
苦労さんでございました。

岩橋　五郎さん　一年間おつかれさまでした。
村田　昌之さん　田原会長さん一年間ご苦労さまでした。
寺下　浩彰さん　田原会長はじめ役員の皆様お疲れさま

でした。
玉置　博康さん　一年間おつかれさまでした。
中江　遵義さん　田原会長さんはじめ役員のみなさんご

くろう様でした。ありがとうございます。
島　　公造さん　田原会長一年間お疲れ様でした。
中山　恒夫さん　最終例会を祝して。田原会長、赤井幹

事一年間お疲れ様でした。
山本　進三さん　田原会長をはじめとする役員、委員長

の皆さま、1年間ご苦労さまでした!
笹島　良雄さん　田原、赤井、上中のコンビで誠に見事に、

そして成功裡に運営して頂き本当に有
難く感謝以外にありません。

堀岡　忠男さん　会長始め役員の皆様一年間御苦労さ
んでした。

山野　武彦さん　田原会長様始め各役員の皆様方一年
間御苦労様でした。

岸裏　廣澄さん　田原会長、赤井幹事、上中SAA、1年間
ご苦労様でした。

角谷　芳伸さん　田原会長、役員様お疲れ様でした。

瀧川　嘉彦さん　田原会長、赤井幹事、上中SAA様大変
おつかれ様でした。

樫畑　友洋さん　一年間おつかれさまでした。
武田　慎介さん　田原会長始め各役員の皆様方一年間

御苦労様でした。
乾　　敦雄さん　田原会長、役員の皆様一年間ありがと

うございました。
後　　　亮さん　7月からは頑張ります!
木下　智仁さん　夜間例会ありがとうございます。1年間

お疲れ様でした。
古屋　光英さん　田原会長、赤井幹事ご苦労さまでした。
西岡　　崇さん　夜間例会ありがとうございます。一年間

お疲れ様でした。
水谷　　豊さん　初めての夜間例会です。よろしくお願い

します。
田原　久一さん　一年間ありがとうございました。
赤井　雅哉さん　1年間ありがとうございました。
上中　崇司さん　1年間どうもありがとうございました。

阪神タイガース応援団一同
　　　　　　　　一年間お世話になりました。

（お誕生日お祝い）
山本　進三さん　お誕生日お祝いを頂いて。
後　　　亮さん　44才です。大殺界らしいですが、負け

ないように頑張ります。

本日の累計　110,000円（計27名30件）　〔お誕生日お祝い　500,000円　皆出席表彰　65,000円　その他　1,755,208円　累計額　2,320,208円〕

にこにこ箱

6月30日（木）　和歌山城南R.C.　吉田　篤生

■2017〜2018年度初例会

■ピアノ演奏 中井　利枝さん
MOONLIGHT　BECOMES　YOU（J.V.Heusen）
MY　OLD　FLAME（A.Johuston & Coslow）

■2015-2016年度最終例会

■ロータリーソング� 島　公造　ソング委員
「和歌山東ロータリーの歌」
「手に手つないで」

■臨時総会　「2015-2016年度決算報告」
　　　　　　「2016-2017年度予算報告」

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

次回の例会� 7月14日(木） メーキャップ� （敬称略）

出席報告 会員数 42名（内出席規定適用免除会員13名）

内畑　瑛造 出席副委員長
6月30日（本　日） 30名/36名 83.3%
6月16日（メーキャップ後） 31名/37名 83.8% 皆さん、出席してください。


