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「地域を育み 大陸をつなぐ」

「地域に広げよう、友情の輪」
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会 長 報 告 � 野上　泰造�会長

皆様、こんにちは。会長報告を申し上げます。

きょうは５２回目の創立記念日です。昨日、歴代会長の名簿を見て、すごい方々ばかりで、改めて驚

きました。その人格や識見の高さに、自らの頼り無さを痛感しました。そしてすばらしい先輩、良き友

人のおかげで今日を迎えることが出来ましたことに、大きな誇りと喜びと感謝の気持ちでいっぱいです。

皆様方のご協力により、奉仕活動、週報、米山、財団、ほか全てが地区に誇れるクラブであると感じています。

しかし、一時は１００名を超えていた会員数は半減し、かつてのような活動を続ける事が困難な状況になりつつある

事も事実です。

本日在籍表彰をお受けになられる方々には、おめでとうございます。２５年の方は３０年を、３０年の方は３５年を目指

していただきたいと思います。我がクラブでは三毛先輩が４９年で楠本先輩が４７年、中村先輩が４２年と続きます。先

輩方には更に５５年、６０年を 目指していただきたくお願い致します。そして、この名誉あるクラブが、５５周年、６０周年、

そして１００周年と続き、繁栄することを祈念し、会長報告と致します。

幹 事 報 告 � 古屋　光英�幹事

・ 地区から２０１３－２０１４年度ガバナーノミニーとして、大阪狭山Ｒ.Ｃ.会員北中登一君が確定され

ました。・・・回覧します。

・ インターアクト海外研修が、２０１０年１２月２６日～２９日韓国で開催されました。写真と毎日新聞

の記事が来ています。・・・回覧します。

・ Ｒ．Ｉ．会長からのメッセージが来ております。なお２６４０地区国際大会ジャパンナイトは米国ニューオリンズにて５月

２１日１８時３０分から開催されます。・・・回覧します。

・ 日本・台湾ロータリー親善会議が６月１０日（金）ホテルグランヴィア京都にて開催されます。登録〆切は４月１０日に

なっています。・・・回覧します。

・地区から花見大会のご案内が来ています。４月３日（日）堺市大仙公園内で開催されます。・・・回覧します。

・こばと学園便りが来ています。・・・回覧します。

・ イースト会ゴルフコンペが大阪ゴルフクラブにて３月２７日（日）開催されます。当クラブがホストクラブですので、

ゴルフのされない方もご協力参加宜しくお願いします。

・本日６時３０分より、あおい茶寮にて新会員歓迎会を開催します。ご出席宜しくお願いします。

・本日例会終了後、理事・役員会を３階にて開催致します。理事・役員の方はご出席よろしくお願いします。

●卓話「インターネットを介した人権侵害等について」
和歌山地方法務局人権擁護課人権擁護係長
 行平　和正さん

●ピアノ演奏
追憶（Ｍ．Ｈａｍｌｉｓｃｈ）
パリのめぐり逢い（Ｆ．Ｌａｉ）

本日の例会 � 2月24日（木）

●卓話「成年後見制度について」
和歌山地方法務局戸籍課戸籍課長　小坂　雄二さん

次回の例会 � 3月10日（木）

●創立５２周年記念例会
●ロータリーソング 村田　昌之さん
「和歌山東ロータリーの歌」

●ビジター紹介� 瀧川　嘉彦　親睦委員
有田２０００Ｒ．Ｃ． 前　任さん
和歌山Ｒ．Ｃ． 石田　通夫　さん

●出席報告� 真野　賢司　出席副委員長
会員数  ５０名（内出席規定適用免除会員１１名）
2月17日（本　日） ３４名 ７５．６％
2月  3日（メーキャップ後） ４０名 ９０．９％

前回の例会 � 2月17日（木）
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ク ラ ブ 名 日　　時 内　　容
和歌山城南Ｒ．Ｃ． 2月24日（木） リラックス例会
和歌山南Ｒ．Ｃ． 2月25日（金） 青年海外協力隊の出前講座
和歌山中Ｒ．Ｃ． 2月25日（金） クラブフォーラム 「中Ｒ．Ｃ．育英会」
和歌山北Ｒ．Ｃ． 2月28日（月） 卓話 「旅とパワースポット」 山下　茂男会員
和歌山アゼリアＲ．Ｃ． 2月28日（月） 卓話 「ろう者について」 （社）和歌山県聴覚障害者協会　会長・副会長・手話通訳
和歌山Ｒ．Ｃ． 3月  1日（火） 新会員卓話
和歌山サンライズＲ．Ｃ． 3月  1日（火） 　
和歌山西Ｒ．Ｃ． 3月  2日（水） 和歌山大学留学生会へ 「卒業アルバム」 贈呈式
和歌山東南Ｒ．Ｃ． 3月  2日（水） クラブフォーラム 「社会奉仕」

前　　　任さん 本日お世話になります。

石田　通夫さん  和歌山東ロータリークラブ創立５２周年誠におめ
でとうございます。

中村　靖男さん  和歌山東Ｒ.Ｃ.創立５２周年記念例会を祝して、
わがクラブの益々の発展を願って。

  先週の大黒創立６０周年記念で和歌山の街とと
もに記念誌を頂き、堀井さんありがとうございま
した。

藤田　昌宏さん ５２周年おめでとうございます。
山東　勝彦さん 創立５２周年おめでとうございます。
山東　勝彦さん  堀井さん、会社の創立６０周年おめでとうござい

ます。
内畑　瑛造さん  創立５２周年おめでとうございます。今後ロータ

リーの発展と皆様方の御多幸をお祈りします。
野井　　晋さん 創立５２周年を祝して。
前田　成蔵さん ご無沙汰しています。元気で遊んでいます。
村田　昌之さん すみません！！  都合で歓迎会欠席します。
真野　賢司さん 創立５２周年を祝して。
真野　賢司さん 在籍２５年表彰ありがとうございます。
名手　　功さん 表彰有難う御座いました。
 ３ヶ月間休ませて頂きました。元気になりました。
八幡　建二さん おひさしぶりです。
田原　久一さん  創立５２周年おめでとうございます。
 今年度をもちまして在籍２０年になりました。
岡野　年秀さん 創立記念例会おめでとうございます。
谷口　文利さん 創立記念を祝して。
谷口　文利さん 在籍表彰ありがとうございます。
中山　恒夫さん 在籍１５年です。

宮本　和佳さん  永年在籍表彰された皆さん、今後も宜しくお願
い致します。

堀岡　忠男さん  創立５２周年記念例会おめでとう御座います。
 これからも宜しく御願致します。
上中　崇司さん 祝　５２周年！！
藤井　義宣さん 祝！！  ５２周年。私と東Ｒ.Ｃ.は同い年です。
野上　泰造さん 創立５２周年を祝して！
野上　泰造さん 在籍１５年です。
古屋　光英さん 創立５２周年を祝して。
山本　進三さん 創立５２周年記念例会を祝して。
阪神タイガース応援団一同
 創立５２周年おめでとうございます。
〔お誕生日お祝い〕
岩橋　五郎さん　お誕生日お祝いを頂きました。
藤田　昌宏さん　　　　      　〃
前田　成蔵さん　　　　      　〃
糟谷　元春さん　　　　      　〃
岸裏　廣澄さん　　　　      　〃
島　　公造さん　６６才、秀吉６５才、次は家康７５才。

ありがとうございました

本日の累計  １６５，４５０円（計２７名 ３４件）（お誕生日お祝い ４６５，０００円  皆出席表彰 ９０，０００円  その他 １，７３０，０８５円）  累計額  ２，２８５，０８５円
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おめでとうございます！

（有田２０００Ｒ.Ｃ.）

（和歌山Ｒ.Ｃ.）
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3. 好意と友情を深めるか

永年在籍表彰（40年）記念卓話

るものとして自覚が喚起されます。ロータリアンたる前に、ジェントルマンであるかと云う自覚が必要になって

来ると思います。

昨今、理事会決定だからと云って、簡単に理事会決定を振り回しています。これも品格のない事であります。

理事会と言えども覆す事が出来るのです。でもそれをしないのは、もし理事会の決定を否定したら、それは会員

が選んだ理事会の尊厳を否定する事になり、結局は自分自身の存在を否定する事になるからです。理事会は慎重

かつ正しく又公平であらねばなりません。それ程理事会の論議・決定は重いのです。又理事会の論議は、会員に

全て知らさねばなりません。それは週報に全て掲載されなければなりません。理事会の総てが全会員に知らさな

いと云うのは、理事会の私物化です。週報は、クラブのその日、その週に起こった全ての事が分かるものである

はずです。単なる記録ではありません。それ程週報は大切で、理事会の議事決定を掲載されていないと云う事は

週報を軽んじる事になるし、理事会の威厳がないと云うことです。そして、会員よりいただいた会費等は、公金

であって、私するものではありません。一部の人の為に、クラブから出費すると云うのは、公金の私物化です。

例えば、例会延長で、駐車場代金の一部をクラブから補填すると云うような事等です。

先輩達は、クラブのお金を公金として、それはそれは大事にし、クラブのお金を減らさないようにしました。

そして、地区やその他から来る通達・通知は全会員に漏れなく知らすべきであると思います。先輩達は、ロータ

リーを私事のように愛して来ていました。偉そうな事を云いましたが、これは先輩達の姿を見てきました私見で

ございます、有難うございました。

創立当時の会員、岡、薗村氏等例会前、例会後に集まって、ロータリーに関する事を真剣に話

し合っておりました。私は当時卒業したてで、「ロータリーとは何と難しい会合だなあ、親睦奉仕

団体であるのに」位に思っていました。しかし、彼等の話している事は、ロータリーを愛し、如

何に紳士として振る舞い、紳士としてロータリーの権威を保つ事に、又ロータリーとは、との哲

学と言いますか、一生懸命に勉強しておりました。この事は私の骨肉になっています。私が幹事になる時に、松

本（旬）氏から教えて下さった事があります。東クラブでの会長は権力を振り回すのは愚の骨頂である。良い成績

は自分のものとせず、他の会員の手柄にし、負の責任は一切自分のものとする事。幹事は、会長やその他の会員

に花を持たせ、負の全責任は、必ず自分が負うと云う気構えでやれと言われた。ですから、緊張して幹事をしろ、

そうすれば、緊張が苦にならなくなり、面白くなり、人が見えて来て、それは楽しいぞと云われた。成る程と今

さらのごとく思います。先輩達は、本当に勉強をしていました。ロータリーを愛するが故であり、紳士であるか

らでしょう。

以前マイクロソフトのビルゲイツ氏が、金を出すから、ロータリーも同額を出し、ポリオ撲滅に協力しません

かと云う提案があり、その当時ロータリーの雑誌にも写真入りで紹介されました。この事から私は、「ロータリー

には私の居場所はないなあ」と退会を考えました。もしゲイツ氏の提案を受け入れたら、ロータリーがゲイツロー

タリーになると思ったからです。ロータリーもゲイツの軍門に降ったままになるからです。ロータリーの尊厳と

威厳と伝統が、ロータリー自身で否定したままになるのですから。しかし、流石ロータリーです、彼の提案を拒

否して、世界のロータリアンが結束して、ロータリー単独で目的を達成したのです。ロータリーには自浄作用が

あったのです。自浄作用のない集団は存続があやぶいのです。ロータリーの提唱する奉仕活動に賛同して協力す

ると言うのであれば、ロータリーの尊厳が守られます。

この事は、クラブの存在と品格あるものにする大いなサジェスチョンであると思います。少し趣きが違います

が、私達は自身の職業でロータリーに入会したのではありません。ロータリーの持つ職業分類の中の該当する職

業を貸し与えられて（当てはめて）会員になれたのです。この事に於いても、ロータリーの権威を保たれているの

だと思います。それは会員の品格をロータリーが価値付けているのです。ですから、ロータリーに対して価値あ

ロータリー・振り返って� 藤田　昌宏�会員

永年在籍表彰の皆さん
　藤田　昌宏さん（在籍４０年）
　岩橋　五郎さん（在籍３０年）
　名手　　功さん（在籍２５年）
　真野　賢司さん（在籍２５年）　
　田原　久一さん（在籍２０年）
　野上　泰造さん（在籍１５年）
　谷口　文利さん（在籍１５年）
　中山　恒夫さん（在籍１５年）

委員会報告

本日お渡しした2010年手続要覧ですが、３年間必要でございます。一人一冊しかございませんので

大事に保管して下さい。又本日、後さんの新入会員歓迎会が、あおい茶寮で６時３０分となっていま

すのでお忘れなきようにお願い致します。

ロータリー情報規定委員会� 岡野　年秀�委員長

新会員　後　亮さん歓迎会 （２０１１年２月１７日（木）１８：３０〜 於 あおい茶寮）


