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谷口　文利�会長
今期2009～2010年度、和歌山東ロータリークラブ第５１代目の会長を務めさせて頂きます谷

口文利です。浅学菲才で会員の皆様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、諸先輩が築き上げら
れたクラブの栄誉を傷つけることの無きよう、全力で務めさせて頂きますので、どうか宜しくご指
導ご鞭撻ご協力お願い申しあげます。

本年度、ＲＩ会長は、スコットランド・セントラル州グランジマウスロータリークラブ会員のジョン・ケニー氏です。
ＲＩのテーマに「ロータリーの未来はあなたの手の中に（ＴＨＥ  ＦＵＴＵＲＥ  ＯＦ  ＲＯＴＡＲＹ  ＩＳ  ＹＯＵＲ  ＨＡＮ
ＤＳ）」を掲げました。
ロータリーの未来は、「個々のロータリー・クラブによって形成される。」「過去に築き上げてきた功績をさらに
積み上げていくことがロータリアン一人ひとりの責務であり、ロータリーの未来をも決定する責務がある。」「すべ
てのロータリー・クラブが自立した存在であり、また自主的に活動しなければならない。」と言及されました。

2640地区ガバナーは、田辺ロータリークラブ会員の村上有司氏です。地区のテーマを「歴史に学び、変革と
進歩」。そして、地区キーワードに「縁づくり」を提唱されました。

このＲＩ、地区のテーマ、キーワードを受け、今年度の和歌山東ロータリークラブの活動テーマを「チャレンジ・・・
輝く未来に！」とさせて頂きます。クラブの伝統を重んじつつ、未来に向かって前進し、伝統と栄誉とそして未
来に向かって躍進するクラブを目指し、創立１００周年に向けての後半の半世紀のスタートの年度としたいと考え
ます。

 チャレンジ1は、「会員増強のため、全会員が立ち上がろう。」

 チャレンジ２は、「クラブの行事に積極的に参加しよう。」です。

チャレンジ1の「会員増強のため、全会員が立ち上がろう。」ですが、新会員の入会はクラブ活性にとって最
重要であります。世界同時不況の影響の癒えぬ中、会員増強は大変厳しい環境ではありますが、今こそ増強の
種子を蒔く（声かけ運動）絶好の機会だと思います。今期の結果を求めるのではなく、５年、１０年先の開花を
期待し、将来を見据えての増強を、会員全員が増強委員長の気構えで今期開始したいと思います。その為に、
地区キーワードの「縁づくり」がポイントになります。各会員が一人３名程度の方に将来の入会に向けての「縁」
をつくって頂きたい。これは決してノルマではなく、今期一年を掛けてゆっくり楽しみながら悠々とやって頂きたい。

チャレンジ2は、「クラブの行事に積極的に参加しよう。」です。各会員が、今までより一回だけでも多くクラブ
行事に参加する事にチャレンジして頂きたい。そしてロータリアンの使命と奉仕の喜びを体感して頂きたいと思い
ます。参加することで連帯感も生まれます。そして、会員間での「縁」をつくり、先輩会員からはクラブの伝統
と歴史を学び、同世代の会員はお互い触発を受ける関係になって頂きたい。特に４０代前後の会員が、お互い
の親睦を深める場とロータリーの理解を深める場そして意見を交換できる場としてのサークル的な組織をつくり、
それがクラブ内から地区内まで拡大する事を目指したい。
以上、宜しくご理解の上ご協力お願い致します。

会長就任ご挨拶  並びに  所信表明
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ク�ラ�ブ 日　　時 内　　容
和歌山城南Ｒ．Ｃ ７月２日（木） ２００９－２０１０　初例会
和歌山南Ｒ．Ｃ． ７月３日（金） 会長・幹事・ＳＡＡ就任挨拶
和歌山中Ｒ．Ｃ． ７月３日（金） 新理事・役員就任式
和歌山北Ｒ．Ｃ． ７月６日（月） ２００９－２０１０　初例会
和歌山アゼリアＲ．Ｃ．７月６日（月） 会長・幹事方針表明
和歌山Ｒ．Ｃ． ７月７日（火） 会長方針
和歌山西Ｒ．Ｃ． ７月８日（水） 活動方針・事業計画Ⅰ
和歌山東南Ｒ．Ｃ． ７月８日（水）　 ２００９－２０１０　初例会

●最終夜間例会
●ロータリーソング� 島　公造 ソング委員長
「和歌山東ロータリークラブの唄」「手に手つないで」
●ビジター紹介� 野上　泰造 親睦委員長
田辺Ｒ．Ｃ． ２名 和歌山Ｒ．Ｃ．　 １名
和歌山南Ｒ．Ｃ． ２名 和歌山東南Ｒ．Ｃ． ２名
和歌山アゼリアＲ．Ｃ． ２名

●出席報告� 島　公造 出席委員長
会員数 ５４名（内出席規定適用免除会員９名）
６月２５日（本　日） ３９名 ８６．７％
６月１１日（メーキャップ後） ４３名 ９５．６％

本日の例会� ７月２日（木）

次回の例会� ７月９日（木）

●初例会

●ピアノ演奏� 中井　利枝さん
Ｆｏｒｇｉｖｉｎｇ（Ｓ．Ｅ．Ｎ．Ｓ．）
ふたり（いきものがかり）

●�臨時総会
「２００８－２００９年度決算報告」
「２００９－２０１０年度予算案審議」

三毛理一朗さん  栄光の５０周年記念年度の掉尾を飾る最終例会に是
非出席せよとの八幡会長さんよりのご親切なるお誘い
に喜んで出て参りました。

楠本　　章さん 一年間ありがとうございました。
中村　靖男さん  歴史的な和歌山東Ｒ.Ｃ.５０周年記念年度に際し、八

幡会長、中山副会長、西本記念委員長のなみなみ
ならない御苦労や御努力に対し感謝にたえません。
１年間有難うございました。

藤田　昌宏さん  最終例会に当たり会員皆様のニコニコ献金のご協力
有難うございました。樫畑ＳＡＡさんご苦労さまでした。

山東　勝彦さん  八幡会長はじめ理事・役員の皆様ご苦労さまでした。
山東　勝彦さん  藤井さんようこそ来期からよろしくお願い致します。
内畑　瑛造さん  最終例会に際し、会長、幹事、役員の皆様おつか

れさんでした。来期谷口会長を中心に頑張って頂き
たいと思います。

野井　　晋さん  八幡会長様始め役員諸兄一年ご苦労さまでした。
嶋　　忠弘さん  役員さんたち１年間ご苦労さまでした。
中野　久生さん  八幡会長御苦労様でした。
村田　昌之さん  紀伊高原ＧＣでのゴルフ会、年齢とハンディキャップ

のおかげで優勝させて頂きました。皆々様に感謝。
西本　　亨さん  本年度八幡会長はじめ役員の皆様ご苦労様でした。

これからも益々ご健康でご活躍下さい。小生、平成
１５年９月ホールインワンをして以来久方ぶりに１泊ゴ
ルフの１日目で優勝させていただきました。ありがと
うございます。

寺下　浩彰さん  八幡会長一年間お疲れさまでした。来週からは乾杯
係をお願いします。

玉置　博康さん  八幡会長１年間ご苦労様でした。
黒田　純一さん  最終例会を祝して。
名手　　功さん  一年間ご苦労様でした。
中江　遵義さん  八幡会長はじめ役員の皆様ご苦労様でした。ありが

とうございました。
島　　公造さん  本年も最終例会役員の皆様ご苦労様でした。
田原　久一さん  １年間タイガースの応援ありがとうございました。次

年度もよろしく。
古屋　光英さん  八幡会長、前田幹事１年間ご苦労様でした。
松田　洪毅さん  八幡会長、前田幹事１年間ご苦労様でした。
岡野　年秀さん  八幡会長一年間ご苦労様です。幹事、役員の方々

にはお世話になりました。

中野　幸生さん  役員の皆様一年間ご苦労様でした。
野上　泰造さん  八幡会長他理事役員の皆様大変御苦労様でした。

楽しい一年間でした。感謝。
谷口　文利さん  会長、幹事、理事役員の皆様一年間大変ご苦労様

でした。
中山　恒夫さん  八幡会長ご苦労様でした。
山本　進三さん  役員の皆さま、１年間お疲れさまでした。
  すばらしい５０周年だったと思います。ありがとうござ

いました。
笹島　良雄さん  八幡会長さん昨日ゴルフ会で種々有難う御座いまし

た。
堀岡　忠男さん  会長、理事役員の皆様方一年間御苦労さんでした。
堀井　孝一さん  １年間ありがとうございました。
堀井　孝一さん  お誕生日のお祝いを頂いて。
山野　武彦さん  八幡会長、前田幹事様始め役員の皆様方一年間本

当にご苦労様でした。
豊田　英三さん  八幡会長はじめ皆様お疲れ様でした。５０周年の大

変な年でしたので心より感謝申し上げます。又ほとん
ど役に立てず誠に申し訳なくおわび申し上げます。

岸裏　廣澄さん  八幡会長はじめ理事の皆様１年間ご苦労様でした。
亀田　直紀さん  みな様一年間お疲れ様でした。
角谷　芳伸さん  八幡会長一年間お疲れ様でした。私も皆様のお陰で

委員長を勤めることが出来ました。
加藤　裕司さん  会長、理事の皆様１年間大変ご苦労様でした。
瀧川　嘉彦さん  一年間ありがとうございました。
糟谷　元春さん  役員の皆様ご苦労様でした。
武田　慎介さん  皆様一年間ご苦労様でした。
吉田　篤生さん  みんさん１年間おつかれ様でした。来年もがんばりま

しょう。
森川　宏昭さん  一年間お世話になりました。
上中　崇司さん  一年間ありがとうございました。
乾　　敦雄さん  今期入会させてもらいました。これからが楽しみです。
藤井　義宣さん  今後ともよろしくお願いします。
八幡　建二さん  １年間ありがとうございました。
前田　成蔵さん  今期１年間会員皆様方のご指導ご協力を頂き、なん

とか大役を無事終了させて頂きました。心より御礼申
し上げます。

樫畑　友洋さん  皆様のご協力のおかげでたいへん楽しくＳＡＡを務め
ることができました。一年間ありがとうございました。

 本日の累計  ２８１，０００円（計４６名　４８件）（お誕生日お祝い  ８２２，０００円　皆出席  ２４５，０００円　その他  ３，０８９，２１３円）  累計額  ４，１５６，２１３円 
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皆さん  こんばんは。昨年の７月３日の第一例会より、やっと皆さんと最終夜間例会を無事迎える事が
できました。これもひとえに役員の皆様方はもとより、会員の皆様方お一人お一人のご協力のおかげと
厚く感謝いたします。特に本年度は創立５０周年という大変大きな節目であり、またそれに伴う行事が
多数ございました。その節には各委員長様はもとより皆様方にも出席を頂きまして本当にありがとうござ

います。おかげさまで無事この大役を終える事ができました。
いよいよ来週からは新しい谷口丸のスタートでございます。
「年々歳々花相似たり。歳々年々人同じからず。」
毎年、春には春の、夏には夏の花は咲くけれどもそれを見る人はいつも同じではないですよ、という人生の悲哀を詠っ
たものですが、毎年人事が変わりロータリーの役員が変わって新しくスタートをするという、本当にこの一年の任期とい
うのは非常にいいものだなぁと今つくづく感じております。最初は「一年って長くて大変だな」と思いましたが、今になっ
て「丁度いいものだな」と思います。
皆様にご協力いただいて無事任期を終える事を本当にありがたく思っております。
一年間本当にありがとうございました。

只今ご紹介に預かりました松本歌織です。本日もお招きいただきましてありがとうございます。本来で
あれば本日は出国前の最後のご挨拶ということでしたが、指定校が変更になりまして、ご理解いただき
たいと思います。ロータリーからはオランダの大学を指定されていたのですが、どうしてもジュネーブ大
学に行きたいという事で５月中旬にコーディネータの方にお話しまして、熱意をご理解いただいて変更

の許可を頂きました。私は国際人道法を専攻しておりましてジュネーブが国際人道法の発祥の地である事と、ジュネー
ブには２００以上の国連関係本部などがありまして、まさに私の勉強には適した場所です。ですので今回はご無理をお
願いしたしだいです。オランダの大学の発表が遅く皆様には大変ご心配をおかけしました矢先の変更で大変申し訳あ
りません。変更の許可はいただいたのですが条件付となっておりまして、今月の２９日、３０日にフランス語の試験を受
けて、それに受かれば許可してもらえる状態です。フランス語は本当に初心者で心配だったのですがこの機に身に付
けたいと思いましたので挑戦する事にいたしました。実質勉強したのは３週間ぐらいですががんばってきます。本当に
勝手な事ばかりで申し訳ございませんが、ご理解とご協力の程どうぞ宜しくお願いいたします。

会 長 報 告

ご 挨 拶

2008〜2009年度会長　八幡　建二�会長

ロータリー財団国際親善奨学生　松本　歌織さん

メーキャップ情況

６月２２日（月）　和歌山北Ｒ.Ｃ.　赤井　雅哉、糟谷　元春、加藤　裕司、武田　慎介、森川　宏昭
６月２２日（月）　和歌山アゼリアＲ.Ｃ.　田中　完児、松田　洪毅
６月２４日（水）　大阪南西Ｒ.Ｃ.　堀井　孝一
６月２４日（水）　和歌山東南Ｒ.Ｃ.　田中　完児、中江　遵義、森川　宏昭、山本　進三

皆出席表彰

島　　公造さん
吉田　篤生さん
上中　崇司さん

おめでとうございます！

お誕生日お祝い

藤田　昌宏さん
山本　進三さん
堀井　孝一さん

おめでとうございます！

 最終夜間例会
6月25日（木）Ｐ.Ｍ ６：３０〜　於  和歌山東急イン

ゲスト：アゼリアバンド


