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●臨時総会
「2007－2008年度　決算報告」
「２００８－２００９年度　予算案審議」

●2007－2008年度　最終夜間例会

●ロータリーソング 中野　久生 ソング副委員長
「和歌山東ロータリークラブの歌」「手に手つないで」

●ビジター紹介� 加藤　裕司 親睦委員長
田辺はまゆうＲ.Ｃ.　１名　　和歌山Ｒ.Ｃ.　５名
和歌山東南Ｒ.Ｃ.　  ４名

●出席報告� 中野　久生 出席副委員長
会員数５７名（内出席規定適用免除会員９名）

６月２６日 ３９名 ８１.３％
６月１２日 ４７名 ９８％

前回の例会� ６月２６日（木）Ｐ．Ｍ�６：３０〜�於�和歌山東急イン

次回の例会� ７月１０日（木）

本日の例会� ７月３日（木）

●2008－2009年度　初例会

●ピアノ演奏� 中井　利枝さん
カノン（パッヘルベル）
エデンに東（Ｌｅｏｎａｒｄ  Ｒｏｓｅｎｍａｎ）

  ク ラ ブ   日　　時   内　　容
和歌山城南Ｒ．Ｃ． ７月３日（木） ２００８－２００９年度初例会
和歌山南Ｒ．Ｃ． ７月４日（金） ２００８－２００９年度初例会
和歌山中Ｒ．Ｃ． ７月４日（金） ２００８－２００９年度初例会
和歌山北Ｒ．Ｃ． ７月７日（月） ２００８－２００９年度初例会
和歌山アゼリアＲ．Ｃ． ７月７日（月） ２００８－２００９年度初例会
和歌山Ｒ．Ｃ． ７月８日（火） 各委員会及び特別委員会紹介
和歌山西Ｒ．Ｃ． ７月９日（水） 活動方針・事業計画Ⅰ
和歌山東南Ｒ．Ｃ． ７月９日（水） 活動計画発表

に にこ こ 箱 ありがとうございました

2008年 7月 3日（木）  週報 / VOL.50 No.1（通巻2364）

2008～2009年度クラブ運営方針
八幡　建二�会長

　２００８～２００９年度、和歌山東ロータリークラブ会長を仰せつかりました八幡でございます。
　創立５０周年というたいへん大きな節目に会長職という大役を仰せつかり、その責任の重大
さに身の引き締まる思いで一杯でございます。
　この一年間、会員皆様のご支援・ご協力を心からお願い申し上げます。
　今年度ＲＩ会長　李　東建氏は、「２００８－２００９年度、私は皆さまに世界の子どもたちの 

“夢をかたちに”していただくことを提唱します」と、ＲＩのテーマを発表されました。又、会長は「水、保健と飢餓、
そして識字率の向上」この３つの強調事項をあげ世界の子どもたちの死亡率を下げるために盛り込んでいかなけ
ればならないと訴えました。
　又、私たちの２６４０地区ガバナーの勝野露観氏は地区目標として

①　「夢を現実に、夢を形にしよう！
②　「ロータリーの原点に戻ろう！」
③　会員増強。会員維持
④　新世代に力を注ごう！
⑤　ロータリー財団に御協力を
⑥　クラブ･リーダーシップ･プラン（ＣＬＰ）を推進する

と揚げております。

　又、各ＩＭ単位でガバナー補佐を中心とし、より一層の親睦を高める事を協調されております。
　我が東ロータリーも創立５０周年を迎えるに当たり、今まで多くの先輩たちが築いてきた伝統を大切に、又、
１００周年に向けての改革の時と位置づけ、本年度のクラブ方針を「ロータリーの魅力再発見」といたしました。

ロ ー タ リ ー の 原 点 に 戻 り 、
過 去 の 歴 史 を 振 り 返 り 、

現 在 を み つ め 直 し 、
明 日 へ の ス タ ー ト の 年

といたしたいと思います。

　会員相互の親睦を大切に、楽しい例会運営を行っていきたいと思いますので会員皆様のご協力とご鞭撻をお
願い致します。

三毛理一朗さん  寺下内閣の皆さんご苦労様でした。拍手をもって
その栄をねぎらいます。

楠本　　章さん 寺下会長以下皆様ご苦労様でした。
中村　靖男さん  寺下会長、谷口副会長、松田幹事、理事役員の

皆様１年間御苦労様でした。
  ５０周年記念に向かって八幡次期会長を先頭に

会員皆様がんばりましょう。
藤田　昌宏さん 寺下会長以下大変ご苦労さまでした。
山東　勝彦さん  会長、幹事、ＳＡＡ始め理事役員の皆様ご苦労さ

までした。
山東　勝彦さん  まだ会計報告が残っていますが、１年間ありがと

うございました。
内畑　瑛造さん  会長、幹事おつかれさまでした。これからはゆっ

くりと落ち着いて過ごし、５０周年記念よろしくた
のみます。

野井　　晋さん 寺下会長はじめ役員の皆様方ご苦労さまでした。
伊藤　裕通さん 最終例会、皆様ご苦労様でした。
前田　成蔵さん  会員皆様方１年間ありがとうございました。次年

度もご協力お願いします。
中野　久生さん 寺下会長、１年間御苦労さまでした。
村田　昌之さん 本年度役員の皆様ご苦労さまでした。
西本　　亨さん  情報・規定委員会です。今夜は上中さんの入会

歓迎会を心からお喜び申し上げます。
 ますますのご活躍を祈念します。
玉置　博康さん 高校野球抽選会の費用として。
黒田　純一さん 最終例会を祝して。
河本　清邦さん 一年間有難うございました。
名手　　功さん 最終例会皆様御苦労様でした。
八幡　建二さん 寺下会長、松田幹事１年間大変ご苦労様でした。
中江　遵義さん 寺下会長始め役員の皆様ご苦労様でした。
島　　公造さん 最終例会皆様ご苦労様でした。
田原　久一さん  今年のテニスは昨年に続いて３冠しました。次は

国体です。 野球は１３日第１試合になりました。
まず１勝したいです。

古屋　光英さん 寺下会長、皆さんご苦労さまでした。
岡野　年秀さん 寺下会長並びに役員の皆様一年間ご苦労様です。
中野　幸生さん 会長さん他幹部の方々一年間誠にご苦労様でした。

野上　泰造さん 寺下会長、松田幹事他理事の皆様御苦労様でした。
山本　進三さん １年間お疲れ様でした。
笹島　良雄さん  寺下会長さん始め役員の皆様有難う御座いました。
宮本　和佳さん 役員の皆さん１年間御苦労様でひた。
山野　武彦さん  寺下会長様、松田幹事様始め役員の皆様方一年

間御苦労様でした。
豊田　英三さん 会長始め皆様一年間ありがとうございました。
豊田　英三さん  駒井先生ラジオでは大変お世話になり、ありがと

うございました。
豊田　英三さん  山東先輩大変お世話になりありがとうございまし

た。微力ながら全力でがんばります。
亀田　直紀さん 会長幹事殿一年間おつかれ様でした。
加藤　裕司さん  １年間ありがとうございます。次年度も宜しくお願

い致します。
瀧川　嘉彦さん  今年１年は理事として又国際奉仕委員長として

色々と勉強させていただきました。
 いたらぬ所が多々ありましたが、おゆるし下さい。
糟谷　元春さん 役員の皆様１年間御苦労様でした。
土方　浩市さん  寺下会長はじめ皆様一年間おつかれ様でした。

来年度もよろしくお願い致します。
樫畑　友洋さん  皆様おつかれ様でした。一年間お世話になりあ

りがとうございました！。
吉田　篤生さん  １年間おつかれさまでした次年度は副幹事です。

がんばります。
上中　崇司さん  入会させていただいてまだ２ケ月ですが、これか

らもよろしくお願いします。
阪神タイガース応援団一同
 いよいよ後半！！また応援よろしくお願いします。
寺下　浩彰さん １年間本当に有難うございました。
谷口　文利さん 会長、幹事役員の皆様一年間ご苦労様でした。
谷口　文利さん 妻にお花ありがとうございました。
松田　洪毅さん  最終例会になりました。今年一年大変お世話に

なりました。感謝します。又加藤親睦委員長には
今夜も色々とご協力頂き有りがとうございます。

岸裏　廣澄さん  １年間お世話になり、ありがとうございました。拙
いＳＡＡで反省しています。

 本日の累計 １９２,０８３円（計４１名）（お誕生日御祝い ８７２,０００円  皆出席 ２１０,０００円  その他 ３,８６８,２７１円）累計額 ４,９５０,２７１円 
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寺下　浩彰 会長

　ようやく１年が過ぎました。この１年間、皆様方には大変ご迷惑をお掛け致しました。「私ごとき者でも
出来た」と云う事で、どなたでも安心して出来ると思います。
　「楽しい時間を共有しよう」と会長報告で言い続けて来ました。この大きな地球上での一部分で「皆様
と共に同じ時間を共有出来る」と云う幸せを皆さんに伝えたかったからです。「考えや思いの異なった者
が寄って、理解し合う事」のすばらしさを伝えたかったからです。

　次週からは『八幡丸』が船出しますが、より一層我がクラブが発展します事を祈念して、退任の挨拶とさせて頂きます。
　有り難う御座いました。

　皆さん、こんばんは。まだ入会させて頂いて２カ月ですので、何も

解りませんので、今後御指導の程、宜しくお願いします。また今宵は

このような場を設けて頂き、本当に有り難う御座います。

会長報告及び会長退任挨拶

松田　洪毅 幹事

　皆様、こんばんは。本日は特に報告事項はありません。
　今宵は加藤親睦委員長に、色々と楽しい計画をして頂いております。時間の許す限りに楽しくお過ご
し下さい。
　そして、皆様方の御協力によって、１年間無事に務めさせて頂きました事に深く感謝致します。有り難
う御座いました。以上幹事報告とさせて頂きます。

幹事報告及び幹事退任挨拶

李　亜涼さん

義援金を頂きました事に深く感謝します。本当に有り難う御座いました。

米 山 奨 学 生

上中�崇司�会員��挨拶

和歌山地区
中国留学生  学友会　副会長　陳　停さん

　和歌山東ロータリークラブの皆様の暖かい心に触れて、本
当に有り難いと感謝しております。

中国�四川省�大地震における義援金の贈呈式

岡野　年秀 直前会長乾杯の発声

　私の乾杯の発声も最後となりました。
寺下会長、松田幹事には、この一年間大
変ご苦労様でした。そしてまた上中崇司
さんの今後の御活躍に、期待したいと思
います。
　それでは、寺下会長の御苦労への感謝
と上中会員への御入会への感謝の気持
ちを込めて、かんぱ～い。

６月２３日（月）　 和歌山アゼリアＲ.Ｃ.　角谷　芳伸、田中　完児、岸裏　廣澄、豊田　英三
６月２４日（火）　和歌山Ｒ.Ｃ.　田中　完児、山本　進三　
６月２５日（水）　和歌山西Ｒ.Ｃ.　内畑　瑛造
６月２５日（水）　和歌山東南Ｒ.Ｃ.　中山　恒夫　以　上

メーキャップ
状　況

懇親会及び

上中崇司会員

歓 迎 会


