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会長就任挨拶 野上　泰造

会長就任に当たり、所信を申し述べさせて頂きます。
まず最初に、４年前に会長職のチャンスを頂きながら、一身上の都合により、クラブに対し、大変なご迷惑をお掛け
しました。しかし再びこのような機会を与えて下さった皆様に、深く感謝致します。
さて、２０１０～２０１１年度のＲ．Ｉ．会長　レイ　クリンギンスミス氏（米国ミズーリ州　カークスビルＲ．Ｃ．所属の弁護士）
は「地域を育み、大陸をつなぐ」をテーマとし、６つの強調事項を提唱されました。

	 ①平和と紛争予防、紛争解決　　②疾病予防と治療　　　　　③水と衛生問題
	 ④母子の健康　　　　　　　　　⑤基本教育と識字率向上　　⑥経済と地域社会の発展

これを受けて、米田眞理子ガバナー（当地区　堺フェニックスＲ. Ｃ. 所属の薬剤師）は、地区運営方針を「今を大
事に行動し、ロータリーの未来を築こう」とされ「ロータリアンたるものの成すべき事はただ一つ、それは積極的に行
動する、Ａｃｔｉｖｅ  Ｒｏｔａｒｉａｎたれ」と提唱されました。
また、地区キーワードを「育もう、友愛の心」とし、次の目標を掲げられました。

	 ①組織活動を基本とした効率的な活動の実践　　②ストップ　ザ　会員減少
	 ③ロータリーの綱領の理解　　　　　　　　　　④クラブを越えたリーダーの育成　等です。

そこで私は、「地域に広げよう、友情の輪」をクラブ方針とすることにしました。
活動内容に関しては、４点の目標を掲げさせて頂きます。
　（１）  私が当クラブに入会させて頂き、１５年になりますが、多くの尊敬する先輩や良き友人に巡り会うことが出来まし

た。当時は９０名近い会員で、例会や奉仕活動は、活気に溢れていました。そして、この１５年の間にも新し
い友人が出来ましたが、それ以上に、多くの友人や先輩が、去って行かれました。時代の流れに、やむを得
ない所もありますが、今期は純増３名を目標にし、いずれは当時のような活気あるクラブを取り戻したいと考え
ております。

 また、定年退職者や、女性会員の入会についても考えたいと思います。
　（２）  例会を充実し、会員相互の一層の親睦を図り、クラブの会合を『癒し』の場にしたいと考えております。 

「当クラブに入って良かった！」、「例会や親睦会に参加すれば、ほっとする」、そんなクラブを目指したいと祈
念しております。

　（３） Ｉ. Ｍ.３組を成功させねばなりません。
  Ｉ. Ｍ.３組の笹島実行委員長を先頭に、会員皆様方のご協力、ご尽力を賜り、一丸となって、１０年に一度回っ

て来るＩ. Ｍ.３組のホスト役を是非とも成功させ、「さすがは、和歌山東ロータリークラブ。良くやった！」と、自
らが納得出来る結果を出したいと考えております。

　（４）  継続中の活動は、今年も引き続き続行させて頂きたいと思います。 
①こばと学園との交流　②和光院の慰問　③カンボジア・スナーダイ・クマエ孤児院への援助　等です。

そしてさらに、④地域の方々との交流を計り「和歌山東ロータリークラブ」の存在を知ってもらう　何らかの活動
を行う必要があると考えております。

以上、４点の他にも、各委員会では、それぞれの計画をたてて頂き、クラブの為にご支援、ご尽力を頂きますよう、
深くお願い申し上げると共に、今期の役員は、力不足、役不足ですので、会員の皆様方には、例年以上のご協力を
お願い申し上げまして、就任の挨拶とさせて頂きます。
有り難うございました。

中村　靖男さん  本年度最終夜間例会を祝して。谷口会長、野
上幹事、理事役員の方 １々年間大変御苦労様
でした。感謝しています。

山東　勝彦さん  谷口会長はじめ理事役員の皆様ご苦労さまでした。
内畑　瑛造さん  谷口会長始め幹事、理事の皆さんおつかれさん

でした。今日の最終夜間例会、全員で楽しく過
ごしましょう。

野井　　晋さん  谷口会長はじめ役員の皆様方一年間ご苦労さま
でした。１３才の孫娘が米国シアトルから「私
の背よりも高くなって」無事帰って来ました。

伊藤　裕通さん 谷口会長１年間ご苦労様でした。
中野　久生さん 谷口会長ご苦労さまでした。
村田　昌之さん 会長さん１年間ご苦労さまでした。
寺下　浩彰さん 谷口会長一年間御苦労様でした。
玉置　博康さん  谷口会長はじめ理事役員の皆様ご苦労さまでした。
黒田　純一さん 祝、最終例会。谷口会長１年間ご苦労様でした。
真野　賢司さん  谷口会長様、誠実なお人柄そのままに素晴らし

い例会運営本当に有難うございました。
名手　　功さん  谷口会長以下理事役員の皆様御苦労様でした。
八幡　建二さん 会長、幹事さん、１年間おつかれさまでした。
島　　公造さん 皆様ご苦労様でした。
田原　久一さん  今年度はお世話になりました。来年度もよろしく。
古屋　光英さん  今年度ありがとうございました。次年度もよろし

くおねがいします。
岡野　年秀さん  谷口会長以下役員の皆様一年間ご苦労様です。
中野　幸生さん 役員の皆さん一年間ご苦労様でした。

山本　進三さん  谷口会長をはじめとする理事・役員・委員長の
皆さま１年間本当にありがとうございました。

 お疲れさまでした。
笹島　良雄さん  谷口会長さん、立派な会長業務でした。本当

に御苦労様でした。
宮本　和佳さん  谷口会長はじめ理事役員の皆様ご苦労さまでした。
堀岡　忠男さん  谷口会長はじめ役員の皆様１年間ご苦労さんでした。
山野　武彦さん  谷口会長様始め各役員の皆様方一年間の長期

に渡り本当に御苦労様でした。
岸裏　廣澄さん 谷口会長１年間ご苦労様でした。
亀田　直紀さん 祝、最終例会。
糟谷　元春さん  会長はじめ役員の皆さん１年間御苦労様でした。
樫畑　友洋さん １年間おつかれさまでした！
上中　崇司さん 最終例会を祝して。
赤井　雅哉さん  最終例会、会長、役員のみなさまごくろうさまでした。
  山本親睦委員長、来年のご指導よろしくおねが

いします。
乾　　敦雄さん  谷口会長、役員の皆様１年間おつかれさまでした。
藤井　義宣さん 山本親睦委員長、一年間おつかれ様でした。
松田　弘治さん 新年度も宜しくお願いします。
谷口　文利さん １年間ご協力ありがとうございました。
野上　泰造さん  １年間のご協力ありがとうございました。次年度

も更に一層の御指導をお願いします。
瀧川　嘉彦さん １年間ありがとうございました。
阪神タイガース応援団一同
 来年度もよろしく願います。

ありがとうございました
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ク ラ ブ 名 日　　時 内　　容
和歌山城南Ｒ．Ｃ． ７月  １日（木） ２０１０－２０１１年度初例会
和歌山南Ｒ．Ｃ． ７月  ２日（金） 　　　　　 〃
和歌山中Ｒ．Ｃ． ７月  ２日（金） 　　　　　 〃
和歌山北Ｒ．Ｃ． ７月  ５日（月） 　　　　　 〃
和歌山アゼリアＲ．Ｃ． ７月  ５日（月） 　　　　　 〃
和歌山Ｒ．Ｃ． ７月  ６日（火） 　　　　　 〃
和歌山西Ｒ．Ｃ． ７月  ７日（水） 　　　　　 〃
和歌山東南Ｒ．Ｃ． ７月  ７日（水） 　　　　　 〃

●２０１０－２０１１年度　初例会

●ピアノ演奏	 中井　利枝さん
シェルブールの雨傘（Ｍｉｃｈｅｌ  Ｌｅｇｒａｎｄ）
虹の彼方に（Ｈａｒｏｌｄ  Ａｒｌｅｎ）

●２００９－２０１０年度　決算報告

●２０１０－２０１１年度　予算案審議

●２００９－２０１０年度　最終例会
●ロータリーソング	 岸裏　廣澄 ソング委員長
 村田　昌之 副委員長　　
「和歌山東ロ－タリーの歌」「手に手つないで」

●ビジター紹介	 山本　進三　親睦委員長
和歌山Ｒ．Ｃ． ２名 和歌山南Ｒ．Ｃ．　１名
和歌山東南Ｒ．Ｃ． １名 和歌山北Ｒ．Ｃ．　１名
和歌山城南Ｒ．Ｃ． １名 

●出席報告	 岸裏　廣澄 出席委員長
会員数　５１名（内出席規定適用免除会員９名）
6月24日（本　日） 33名 78.6%
6月10日（メーキャップ後） 38名 90.5%

本日の例会

次回の例会

前回の例会	 7月1日（木）

	 7月8日（木）

	 ６月２４日（木）１８：３０〜　於　ダイワロイネットホテル４Ｆ）

本日の累計  １９１，２４７円（計３５名 ３６件）お誕生日お祝い  ６９３，０００円 皆出席  １９０，０００円 その他  ２，６８０，３５０円）  累計額  ３，５６３，３５０円
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会 長 報 告 	 谷口　利文	会長

幹 事 報 告 	 野上　泰造	幹事

皆様こんばんは！最終の会長報告をさせて頂きます。
今期クラブテーマを「チャレンジ・・・輝く未来に！」とし、そして、チャレンジの課題とし、
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、「クラブ行事に積極的に参加しよう。」とさせて頂きました。

会員増強は、５年、１０年先の達成を目指し、全会員の総力でより多くの増強の種子を蒔き、より多くの開花を楽しみ
たいとの思いで、皆様にお願いし、この一年実践して頂きました。有難う御座いました。必ず結果が出るものと信じます。

又クラブ行事にも積極的に参加して頂き、特に高野山での松本空港ＲＣとの合同例会、淡路島での移動例会と多く
の会員にご参加頂きました。そしてカンボジアのスナーダイクマエ孤児院の視察には6人の参加があり、実際に支援の
成果を確認できて大変良かったと思います。

あっという間の一年でございまして、今振り返りますと、あの時はああすれば良かったなとの反省の連続で御座います。
会長の器でない私が今日この日を迎えられるのも、副会長、幹事はじめ、理事、役員の皆様方の支えの賜物と感謝致
します。そして何よりも会員の皆様の絶大なご協力があっての事と重ねて感謝と御礼を申し上げます。

いよいよ来週は、野上丸の出航で御座います。残念ながら4年前は整備不良のため、大海に出る前の港で沈没しま
したが、今回は頑丈な船体で荒波をものともせず、大海を悠々と航海してくれるものと確信致します。野上会長には、
クラブの充実発展の為ご尽力をお願い致します。それから、会員の皆様には絶大なご協力を宜しくお願いをし、最後
の会長報告とさせて頂きます。皆様一年間本当に有り難うございました。

皆様、こんばんは。幹事報告を申し上げます。
今日は特に報告すべき事項は、ありません。今年度最後の例会ですが、本来であれば、「ほっ！」

とするところですが、日に日に緊張して来ました。皆様方の一年間のご尽力に、深く感謝致します。そ
して７月１日からの、次年度に対しても、一層のご指導とご鞭撻の程、宜しくお願いします。

さて、今宵の例会、懇親会の後に、二次会にお出掛けの事と思いますが、今日だけは、早めに切り上げて下さい。ワー
ルドカップ、サッカーの予選リーグ、対デンマーク戦は、翌朝、３時３０分キックオフです。

１． 宮崎県の口蹄疫被害義援金について
 ２６４０地区より義援金の呼びかけがあった。
 当クラブは、２５，０００円（１人当たり５００円）の援助に決定。

２． 和歌山新報よりの、「ダメ、ゼッタイ運動」広告依頼の件
 和歌山市内他クラブの現況を見て決定する。
 調査の結果賛助クラブ数も少なかったので、広告は見送りとした。

理事・役員会議事録 日時　６月１０日（木）１８：３０〜　於 よしみ

議　事

２００９－２０１０年度

最 終 例 会


