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■2020-2021年度最終夜間例会

■ロータリーソング� 加納　研次　ソング委員長
「和歌山東ロータリーの唄」

■ビジター報告� 栗本　信行　親睦委員
和歌山R.C.　　　1名
和歌山東南R.C.　1名■臨時総会「2020-2021年度決算報告・2021-2022年度予算報告」

■2021-2022年度初例会

■ピアノ演奏� 中井　利枝さん
やすらぎの湖（倉本　裕基）
愛をささやく水辺（倉本　裕基）

内畑　瑛造さん	 今期最終夜間例会おめでとうございます。

	 会長始め理事役員の皆様ごくろうさんで

した。次期会長、理事、役員の皆様頑張っ

て下さい。

村田　昌之さん	 会長、幹事はじめ理事役員の皆様一年間

ご苦労さまでした。

島　　公造さん	 樫畑会長他役員の方々ご苦労様でした。

田原　久一さん	 役員のみなさん1年間おつかれ様でした。

中野　幸生さん	 最終夜間例会を迎え役員の皆さまご苦労

様でした。

中山　恒夫さん	 最終夜間例会を祝して。

山本　進三さん	 樫畑会長、亀田幹事、細川SAA他役員・

委員長の皆さま1年間ご苦労様でした。

	 ありがとうございました。

堀岡　忠男さん	 最終例会、会長、幹事始め理事・役員の

皆様、今期1年間御苦労様でした。

山野　武彦さん	 会長様始め役員の皆様方今期一年間本当

に御苦労様でした。

角谷　芳伸さん	 樫畑会長、亀田幹事一年間ありがとうござ

いました。お疲れ様でした。

瀧川　嘉彦さん	 樫畑会長、亀田幹事1年間お疲れ様でした。

吉田　篤生さん	 樫畑会長、亀田幹事、細川SAA1年間お

つかれさまでした。

上中　崇司さん	 一年間おつかれ様でした。

赤井　雅哉さん	 最終例会を祝して!

	 樫畑会長、亀田幹事、細川SAA1年間ご

苦労様でした。

乾　　敦雄さん	 樫畑会長、亀田幹事、細川SAA1年間あり

がとうございました。

佐藤　義記さん	 会長、幹事様一年間おつかれさまでした。

竹村　克治さん	 樫畑会長、亀田幹事1年間お疲れ様でした。

片岡　聖佳さん	 最終例会を祝して。

木下　智仁さん	 皆様1年間ありがとうございました。

古屋　光英さん	 コロナ禍の中会長様をはじめ執行部の皆

さんご苦労様でした。

西岡　　崇さん	 本当にお疲れ様でした。

加納　研次さん	 本日最終例会、会長・幹事・理事の皆様

お疲れ様でした。

奥村　申二さん	 会長、幹事、SAAの皆さま1年間お疲れ様

でした。

藤村　孝義さん	 祝、最終例会。会長様、幹事様1年間お

疲れ様でした。

北浦　康臣さん	 本日最終夜間例会宜しくお願いします。

瀬藤　啓司さん	 祝、夜間例会、宜しくお願いします。

刀祢　真大さん	 最終例会所用にて出席出来なくてすみま

せん。

	 樫畑会長、亀田幹事1年間ご苦労様でした。

山﨑　　肇さん	 樫畑会長、亀田幹事一年間お疲れ様でした。

栗本　信行さん	 最終夜間例会、よろしく御願いします。

枡岡　一樹さん	 伝統ある和歌山東ロータリークラブに入

会させて頂き誠にありがとうございます。

御指導ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。

樫畑　友洋さん	 1年間ありがとうございました。

亀田　直紀さん	 親睦委員会のみな様ありがとうございます。

細川　竜二さん	 祝、今期最終夜間例会。

（お誕生日お祝い）

古屋　光英さん	 3月で71歳になりました。これからも宜しく

お願いします。

山本　進三さん	 お誕生日お祝いありがとうございました。

本日の累計…133,000円（計33名35件）　〔お誕生日お祝い…380,000円　奥様花お礼…132,000円　皆出席表彰…60,000円　その他…1,448,000円　累計…2,020,000円〕

出席報告 会員数 45名（内出席規定適用免除会員8名）

加納　研次　出席委員長 6月24日（本日） 34名/41名 82.9% 皆さん、出席してください。

にこにこ箱にこにこ箱

本日の例会� 7月1日（木）

次回の例会� 7月8日（木）

前回の例会� 6月24日(木)18:30〜 ダイワロイネットホテル和歌山4F 

ありがとうございました

　私は2005年1月に和歌山東ロータリークラブに入会させていただいて今年で17年目

になります。その間ロータリーでは様々な委員会や役職を経験させていただく中で自

分ではまだまだ経験不足とは感じておりますが、皆様のご推薦を頂き今年度会長を仰

せつかることになりました。会員の皆様にご指導ご協力を頂いて一年間クラブを楽し

く運営していきたいと思いますのでよろしくお願い申し上げます。

　2021-2022年度国際ロータリーテーマは「奉仕しよう　みんなの人生を豊かにするために」です。

RI会長シャカール・メータ氏は会長挨拶で「ロータリーが私の心に火をつけました。自分の身の回り

を超えたところに目を向け、人類全体を考えるようになりました。」と奉仕に対する思いを語り、ま

た女性のエンパワメントと会員増強を呼びかけています。

　2021-2022年度地区方針は「広げようロータリーの光を!」です。豊岡ガバナーは「コロナ禍にあっ

て我々一人一人が希望を照らす光となり、その光を広げて行き、志を同じくする仲間を増やしましょう。」

と話されています。

　今年度和歌山東ロータリークラブの活動としては、まだまだコロナの状況が不透明ではありますの

で状況を見ながら奉仕活動を活発に行っていきたいと思います。クラブ戦略計画にあります奉仕の2

本目、3本目の柱になる活動も検討していきます。またコロナの影響でクラブの親睦活動も以前のよ

うにはできない部分もありますが、夜間例会やIDMも積極的に行っていきたいと思っています。2年

間できていない松本空港ロータリークラブとの合同例会は今年度は行う予定で、親睦旅行を兼ねた形

で準備を進めています。

　皆様のロータリー活動が楽しく充実したものになるように頑張っていきたいと思いますので一年間

よろしくお願い申し上げます。

2021-2022年度　会長所信 会　長　瀧川　嘉彦

2021-2022 年度　和歌山東ロータリークラブ　テーマ

「手を取り合って、社会の為に」

2021-2022 年度　和歌山東ロータリークラブ　基本方針

奉仕活動の充実と参加 会員拡大の推進

新たな奉仕活動の検討親睦活動の充実、世代を超えた交流



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❶真実かどうか

❷みんなに公平か

おめでとうございますおめでとうございますおめでとうございますおめでとうございます

夫婦ロータリアン賞　　田原　久一さん
親子ロータリアン賞　　村田　昌之さん
兄弟ロータリアン賞　　樫畑　友洋さん 竹村　克治さん　米山功労者1回目表彰

　皆様こんばんは。
　本年度の最終例会となりました。今日は、この一年間私が鳴らした点鐘の由来について少しお話しした
いと思います。
　1922年、アメリカのロータリアン達がクラブ対抗で出席率コンテストを実施したそうです。このコン
テストに勝ったニューヨークシティロータリークラブに、トラファルガー海戦のネルソン提督の船「HMS	

Victory」で使用されていた鐘が賞品として贈られました。それ以来、この鐘は例会で使用され、船に備えられていたとき
のように、静粛、規律、時間を伝えるようになりました。
　例会開会と閉会を伝える点鐘、鐘を打つ槌はロータリークラブ最高の地位に選
ばれたロータリアンを象徴するものであり、任期終了によって会長が交代するとき、
最後の点鐘を鳴らした槌を次年度会長に手渡すことが、権威の委嘱を表す慣わし
になったのだそうです。
　本日の閉会点鐘のあと、次年度の瀧川会長に槌を手渡し、エールを贈りたいと
思います。一年間ありがとうございました。

会 長 報 告� 樫畑　友洋  会長

　最終例会ということで立派なお花をいただきあ
りがとうございます。
　本年度、2020年7月1日から2021年6月30日
は、本来であれば、東京でオリンピックが開催され、
日本のロータリー100周年という、まさに記念す
べきお祭りのような年であるはずでしたが、結果
は世界中がコロナに始まりコロナに終わるという一
年になりました。
　しかしながら、私たちのクラブにおきましては、
例会は一度も休会することなく、事業についても、
私たちが主体となって行ったものは、それぞれ機
転を利かせ、状況に適応して、最大限の奉仕の
効果を出しました。私たちは、クラブ運営において、
なんとかコロナを乗り越えられたのではないかと
思います。
　年初に掲げたクラブテーマのとおり、奉仕の機
会を創り出し、機会の扉の向こうに一歩踏み出す
ことができたのです。
　それらは、応援していただいた先輩方、理事役
員、すべての会員の皆さまのお陰です。そして、
アバウトで適当な私をしっかりと補ってくれた亀田
幹事のお陰です。
　心から感謝申し上げます。一年間、本当にあり
がとうございました。

　本日は北浦親睦委員長に大変お世話になっております。
　私が幹事になって最も緊張したのは木綿ガバナー補
佐のいる会長・幹事会でした。またつたない幹事では
ありましたが理事役員会では理事役員の皆様にお世話
になりました。
　和歌山東ロータリークラブは今期一度も例会を休む
ことなく全う出来ました。
　樫畑会長おめでとうございます。
　これで我がクラブは未来永劫隆盛を極めることと思
います。
　1年間本当にありがとうございました。

樫畑友洋会長挨拶 亀田直紀幹事挨拶

片岡聖佳副会長閉めの挨拶

瀧川次期会長より
樫畑会長へ、

角谷次期幹事より
亀田幹事に花束が
贈られました。

吉田元会長の乾杯の発声

国際ロータリー第2640地区より、国際ロータリー第2640地区より、
地区大会記念「夫婦・親子・兄弟ロータリアン賞」が地区大会記念「夫婦・親子・兄弟ロータリアン賞」が

贈呈されました。贈呈されました。

米山記念奨学会より表彰

　2020年7月に栗本さん、そして最終
の6月に角野さん枡岡さん安江さんと
合計4名の方に入会いただきました。
　今期一度も例会を休まずに行えたの
は理事会の中で、コロナによる休会の

基準に抵触しなければ例会を行う、ということが徹底さ
れたからだと思います。
　本日の最終例会では北浦親睦委員長に企画・運営し
ていただきありがとうございました。来週からは新体制
となります。皆様とともに瀧川新会長の下東クラブを盛
り上げていきましょう。1年間ありがとうございました。

閉会点鐘後、樫畑会長より瀧川次期会長へ

◦2020-2021年度6月号のガバナーマン
　スリーが届きましたお知らせいたします。

幹 事 報 告� 亀田　直紀  幹事

おめでとうございますおめでとうございます
古屋　光英さん（71才）　山本　進三さん（53才）

お誕生日お祝い

アトラクション nazuki さん他4名

6月24日(木）18:30~6月24日(木）18:30~
於/ダイワロイネットホテル和歌山4F於/ダイワロイネットホテル和歌山4F
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2021

ー

年 度
最終夜間例会最終夜間例会


