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　会長就任に当たり、所信の一端を述べさせて頂き、皆様方の御協力を切にお願
い申し上げます。私はロータリーの勉強は少なく知識不足ですが、ロータリーは
高い倫理理念を持ち、各自の職業を高潔なものにして、社会生活に日々奉仕の理
念を勉強し実践してゆくにあると思います。
　ロータリーの原点は「超我の奉仕」と表現されます。「奉仕」とは広辞苑によると

「献身的に国家、社会の為に尽くす」と訳されています。従って奉仕の目的は、人類が住み易い、
幸せな社会生活が出来る環境作りにあると思います。
　私はこの良い社会作りに原点を置き、活動して市民に信頼されるクラブを目指したいと考え
て居ります。具体的に申し上げますと

① 会員増強
　会員増強については、ＲＩ会長イアン.Ｈ．Ｓ.ライズリー氏も地区ガバナー岡本氏も強調されて居り

ます。我がクラブも全力を挙げて努力しましょう。

②融和
　会員のチームワークを更に高めて、クラブのムードをアップして新会員が入会し易い環境作りを行

いましょう。

③従来事業の継続
　今迄継続して来た事業は更に工夫を凝らし効果を挙げてゆきましょう。それがＲＩ会長のイアン.Ｈ．

Ｓ.ライズリー氏「ロータリー変化をもたらす」に結びつく事でしょう。

④米山留学生の教育を大切にしましょう。
　久し振りに留学生を引き受ける事になりました。会を挙げて良い方向にゆく様努力しましょう。

⑤魅力あるクラブに挑戦しましょう。
　楽しく意義のあるクラブの活動と例会を行い又家族と共に旅行等を楽しみ乍らクラブライフを楽し

みましょう。我がクラブの奉仕活動状況や志を社会にＰＲしてクラブの信頼と尊敬を勝ち取りま
しょう。

　幸運にも理事・役員に素晴らしい会員を迎え、心強いものがあります。一致団結してクラブ
の運営に努力する覚悟であります。温かい励ましと御協力を心よりお願い申し上げます。

会　長　古屋　光英2017-2018 年度会長所信



❶ 真実かどうか

❷ みんなに公平か

ロータリー財団からの表彰
武田慎介さん

マルチプル・ポール・ハリスフェロー表彰

　先週は欠席して申し訳ございませんでした。
　さて、本日は今期最後の例会です。この一年間は私にとって大変有意義な時間
を過ごさせていただいた一年間でした。
　本当にありがとうございました。
　最終夜間例会大いに盛り上がっていきましょう。どうぞよろしくお願いします。

　本日は幹事報告はございません。
　１年間本当にありがとうございました。

　スナーダイクマエの絵画展を今年
も開催しますので、お時間のある方
は７月１日（土）午前１０時からフォ
ルテワジマにて行われる式典に是非
おいで下さい。

（絵画展　７月１日（土）～７月３日（月）
10：00～17：00　於フォルテワジマ２Ｆ）

会 長 報 告� 上中　崇司  会長

幹 事 報 告� 樫畑　友洋  幹事

委 員 会 報 告� 田原　久一 次期幹事

田原直前会長
乾杯のご挨拶

2016-2017年度  最終夜間例会
6月22日(木）P.M. 6：30~　於/ダイワロイネットホテル和歌山4F

桂枝曾丸の
落語



❹ みんなのためになるかどうか

❸ 好意と友情を深めるか

上中　崇司�会長
　みなさん、一年間本当にありがとうございました。
　なんとか一年間やってこれたのも、樫畑幹事をはじめ理事・
役員・委員長・ＳＡＡの皆様のおかげです。
　いろいろ迷惑・負担をかけてすいません、そして本当にあり
がとうございました。
　今振り返ってみますと、山本会員から会長を依頼されたとき
の本心は、能力的にできるはずがない、やりたくないという気
持ちでした。
　しかし、なんとなく地区のごたごたを引きずっている空気が
のこっているように感じる中、私がなんとかしなければ行けな
いという責任感と義務感で引き受けさせていただきました。
　頼りない会長であったとは思いますが、私個人としては充実
感でいっぱいです。
　和歌山東ロータリークラブは本当に素晴らしいクラブだと思
います。
　とにかく、いい人間の集まりであり、どこに行ってもうちの
クラブは本当にいいクラブだ、と胸をはって言っています。
よそのクラブがよくないと言っているのではないんです、うち
のクラブが良すぎるんです。
　出来れば、６０人以上のメンバーが欲しいところではありま
すが、そこまで望んでは贅沢でしょうか。
　私の大好きな和歌山東ロータリークラブが今後益々発展し、
みなさんとともにより充実した時間を過ごせます事を記念しま
して、会長退任のあいさつとさせていただきます。
　一年間本当にありがとうございました。

樫畑　友洋�幹事
　すべての事業を成功裏に終えることがで
き、一年間、楽しくロータリー活動ができま
した。これも、ひとえに理事・役員、会員の
皆様、そして特に幹事の私にとっては事務局
の梅本さんのお蔭です。本当にありがとうご
ざいました。
　また、幹事という貴重な機会を与えてくだ
さいました上中会長にも、この場をお借りし
て心から感謝申し上げます。同時に、目の前
にある仕事しかできず、気が付かない、つた
ない幹事で、たいへん申し訳なく思っていま
す。
　さて、この一年間、上中会長とお付き合い
させていただき、私自身、学ぶことがとても
多かったです。
　上中さんは、ゴルフが上手で、男前で、
太っ腹で、当然女性にモテて、同じ男性とし
て羨ましい限りの方ですが、性格は、裏表な
く、おおらかで、それでいて、相手への気配
りがとても繊細で、私にはマネのできない、
本当に魅力のある方だと感心いたしました。
　これからのロータリーを通じて、私もそん
な人間に成長できるように精進してまいりた
いと思います。一年間、本当にありがとうご
ざいました。

花 束 贈 呈
上中会長、樫畑幹事に古屋次期会長、田原次期幹事から
花束が贈呈されました。

退任挨拶

角谷副会長
終わりの挨拶

山本ソング委員長

手に手
つないで
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ありがとうございました

内畑　瑛造さん	 上中会長始め理事、役員の皆様本当に
一年間ご苦労さんでした。

野井　　晋さん	 今期全般、会長はじめ理事諸兄により
見事に運営され、ありがとうございました。

岩橋　五郎さん	 上中会長始め理事、役員の皆様一年間
ご苦労様でした。

村田　昌之さん	 上中会長、理事役員の皆様ご苦労さま
でした。

寺下　浩彰さん	 上中会長、一年間御苦労さまでした。
島　　公造さん	 上中会長はじめ各委員長の皆様ありが

とうございます。
田原　久一さん	 役員のみなさん一年間ありがとうござい

ました。
中野　幸生さん	 最終例会、役員の方々一年間ご苦労様

でした。
山本　進三さん	 上中会長さま、樫畑幹事さま、役員の皆

さま、1年間本当にご苦労様でした。
笹島　良雄さん	 上中会長さん始め今期のクラブ運営は

本当に素晴しく会員として心から感謝と
敬意を感じて居ります。有難う御座いま
した。

堀岡　忠男さん	 上中会長始め理事、役員の皆様本年1
年間ご苦労さんでした。

山野　武彦さん	 上中会長様始め役員の皆様方、長い間
大変御苦労様でした。

亀田　直紀さん	 会長、幹事1年間おつかれ様でした。佐
藤委員長最後までご苦労様です。

角谷　芳伸さん	 上中会長、樫畑幹事一年間お疲れ様で
した。

武田　慎介さん	 上中会長始め理事、役員の皆様本当に
一年間ありがとうございました。

乾　　敦雄さん	 上中会長、樫畑幹事1年間本当にご苦
労様でした。

佐藤　義記さん	 一年間親睦をさせていただき、ありがと
うございました。楽しい一年でした。

吉増　　亨さん	 社交ダンスＢ級で優勝し、Ａ級になりま
した。

片岡　聖佳さん	 上中会長、樫畑幹事、後ＳＡＡ、角谷
副会長1年間おつかれ様、またありがと
うございました。

木下　智仁さん	 今日はよろしくお願い致します。　
古屋　光英さん	 上中会長、幹事、理事、役員様ご苦労さ

までした。次期もご協力よろしくお願い
いたします。

三木　保典さん	 会長、幹事、役員の皆様、1年間ご苦労
さまでした。

加納　研次さん	 上中会長、役員様おつかれ様でした。
奥村　申二さん	 1年間ありがとうございました。来年度

もよろしくお願いします。
藤村　孝義さん	 役員の皆様、ごくろう様でした。
大室　貴一さん	 上中会長お疲れ様でした。理事の皆様

お疲れ様でした。
上中　崇司さん	 みなさま1年間本当にありがとうござい

ました。
樫畑　友洋さん	 一年間ありがとうございました！。
後　　　亮さん	 拙ない例会運営に一年間お付き合い下

さり、本当に有難うございます。

本日の累計　119,250円（計29名29件）　〔お誕生日お祝い　528,000円　皆出席表彰　50,000円　その他　1,565,744円　累計額　2,143,744円〕

にこにこ箱にこにこ箱

6月21日（水）和歌山西 R.C.　水谷　豊
6月23日（金）和歌山南 R.C.

飯沼　武、中山　恒夫、山本　進三
6月24日（土）地区米山学友会　村田　昌之
6月26日（月）和歌山アゼリアR.C.　大室　貴一

■2017-2018年度初例会

■ピアノ演奏� 中井　利枝さん
心のスペシャル・プレイス（キャサリン・ロリン）
スウィートメモリーズ（キャサリン・ロリン） ■2016-2017年度最終夜間例会

■ロータリーソング� 山本　進三　ソング委員長
「和歌山東ロータリーの歌」「手に手つないで」

■ビジター報告� 佐藤　義記　親睦委員長
和歌山 R.C.…1名、和歌山南 R.C.…1名
和歌山東南 R.C.…1名

■2016-2017年度決算報告
　2017-2018年度予算報告

本日の例会� 7月6日（木）

前回の例会� 6月22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13日(木）

メーキャップ� （敬称略）

出席報告 会員数 44名（内出席規定適用免除会員13名）

山本　進三　出席委員長
6月22日（本　日） 31名/38名 81.6%
6月  8日（メーキャップ後） 33名/38名 86.8% 皆さん、出席してください。


