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☆ 司会進行  SAA – 森本弘之 君 

 

 
 
 
 

 

＜ビジター＞ 
＊御坊 RC 会長 平野恵一 君・幹事 石水亮太 君 
＊御坊南 RC 会長 坂本雅信 君・幹事 濱口顕人 君 
＊御坊 RC 川瀬和男 君 

※地区ＲＬＩ委員会、委員長に細川幸三君が委嘱を 
受けました。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  会長 栗林久一 君 

さぁ、いよいよ始まったなと私の試練の一年がスタートしまし

た。私は今年の１月で満６６歳となりました。 

当クラブに入会したのが平成１１年１０月１３日です。それか

ら今日に至り、ロータリー歴は２２年と８ケ月です。私としては、

今まで辞めないで続けられたことを感心していることころです。  

やはり、ロータリークラブに何か魅力を感じているということを

実感しております。2011 年度に会長という大役を務めさせて頂

き、当時は色々な事が有り、必死でやっていたという記憶があ

ります。 

 私は、たまには過去を振り返ることは大切だと思いますが、や

はり前に向かって進んで行く、夢を持って進んでいくことが大

事だと感じています。前年度、６月末にチャーターメンバーでも

ある森君が退会しました。優秀な人材を無くしたことは我がクラ

ブにとって非常に残念なことでありますが、うちのクラブの良い

所は、それを引きずらず、会員一人ひとりがしっかりと前を向い

て頑張っていることが本当に素晴らしいなと感じています。 

 今の時期、会員増強は簡単ではありませんが、なんとかした

いという思いは皆一緒です。一人でも二人でも目標を決めて

頑張っていきたいと努力していきたいと思います。 

アナログ人間の私にとって、パソコンを操作するのが苦手で、

消極的になってしまいます。「会長や幹事はマイロータリーに

登録して下さい」といわれ、尾崎さんにお願いをして、登録して

もらいました。 

 ＲＩ会長に、初めて女性ジュニファー・ジョーンズ会長が誕生

しました。会長のテーマは、大きな夢を叶えたロータリーを想像

して、それは未来を描くこと「イマジンロータリー」です。 

大きな夢を抱き、行動を起こすことをロータリーの会員に求

めています。当クラブは、会員 14 名からのスタートとなりました。

私は自身のテーマを「ベストを尽くそう」と揚げました。ロータリ

ーの奉仕活動を行動・実践していく上で、限られた時間や与え

られた時間を有意義に使っていきたいと考えています。我がク

ラブのベストを尽くして頑張っていく次第でございます。 

 2640地区森本ガバナーの基本方針は「行動し、実践すること

により“ロータリーの輪を広げよう”」であります。ここ数年は新型

コロナウイルスの影響で、今までやってきたロータリー活動が

思うようにできていないのが現状です。北垣前会長が一番悔し

い思いをされていると思います。今年度、親睦を深めるために

も今までの活動を復活していって欲しいと思っています。そし

て、会員の皆さんが持っているアイデアをどんどん出して頂き、

クラブの活性化につなげていき、クラブを今以上に元気にして

いきたいと思っています。 

 

 今年度、一年間、皆様方の 

ご協力・ご指導の程、宜しくお 

願い致します。 

 

 

 

 

  幹事 山本敦弘 君 

○和歌山南ロータリークラブ会長 上西豊基 様 

＊６月２１日付けで当和歌山南ロータリークラブ所属の野村壮

吾が国際ロータリー第２６４０地区２０２４-２０２５年度ガバナ

ーノミニーと確定しました。 

〇国際ロータリー第２６４０地区 

＊ディスカッションリーダー推薦のお願いが来ています。推薦

書は７月１５日までにガバナー事務所へ送ってください。 

〇国際ロータリー第２６４０地区  

 ＊２０２２-２０２３年度ガバナー事務所開所のお知らせ 

 

 SAA  森本弘之 君 

◇御坊 RC 会長 平野恵一 君（過分に） 新年度「初例会」お

めでとうございます。今年度よろしくお願いします。 

◇御坊 RC 幹事 出石亮太 君（過分に） ２０２２―２０２３初例

会開催おめでとうございます。一年間よろしくお願いし

ます。 

◇御坊南 RC 会長 坂本雅信 様（過分に） 新年度初例会お

めでとうございます。今期宜しくお願い致します。 

ニ コ ニ コ 箱 

就任の挨拶 

幹 事 報 告 



 

◇御坊南幹事 濱口顕人 君（過分に） 御坊南の幹事を務め 
させていただきます。濱口です。一年間よろしくお願

いいたします。 

◇栗林久一 君（過分に） 今年度一年間ご協力宜しくお願い 
致します。６月２２日祝賀会ありがとうございました。 

◇山本敦弘 君（過分に） 本日初例会よろしくお願いします。

御坊 RC 会長幹事、南 RC 会長幹事出席ありがとうご

ざいます。 

◇龍田安廣 君（過分に） 栗林会長、山本幹事本年度よろしく

お願いします。祝賀会ありがとうございました。 

◇細川幸三 君 栗林会長・山本幹事の船出を祝し!!御坊 RC

平野会長・石水幹事、御坊南 RC 坂本会長・濱口幹

事、今年度ヨロシクお願いします。 

◇北垣 剛 君 御坊 RC 会長・幹事、御坊南 RC 会長・幹事よ

うこそおこし下さいました。栗林会長山本幹事一年間

頑張ってください。 

◇東本慎司 君 今年度も１年間よろしくお願いします。 

◇稲垣 崇 君 第一例会を祝して１年間よろしくお願いします。 

◇森本弘之 君 第一例会を祝して１年間よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 ｢会長、幹事就任挨拶｣ 

御坊ロータリークラブ会長 平野 惠一 君 

皆さまこんにちは、本日は御坊東ロータリークラブ様の新年 

度「初例会」おめでとうございます。 

先日は、手前どもの初例会に貴クラブの栗林会長、山本幹

事、並びにここにご出席の御坊南ロータリークラブの坂本会長、

濵口幹事にご出席いただき誠にありがとうございました。改め

てお礼申し上げます。 

さて、本年度の幣クラブの方針は『脚下照顧のもと、未来へ 

向けて奉仕しよう（未来へのまなざし）』とさせていただきました。

常に我が身を振り返り、利他的精神のもと、未来へ向けての、

とりわけ次世代を担う子供たちのために奉仕活動をしていけれ

ばと考えています。 

また、ご存知のようにロータリークラブは公共イメージの高い 

団体であるとの認識のもと、安全・安心を第一に状況に応じた

的確なクラブ運営を心掛けたいと思料していますので、ご支援

ご協力の程よろしくお願い申し上げます。 

なお、私は、５年前にこちらに戻ってくるまで約半世紀近く当 

地を離れていましたので、お手元に簡単な略歴を用意しました

のでご参考にしていただければ幸いです。そこに明記している

通り、私は一介のサラリーマンに過ぎず車の免許以外、何の資

格も免許も持っていない唯の凡人です。 

 

趣味は『読書？』と『庭いじり？』 

ですが、読書といえば聞こえはよ 

いのですが、実際は‘積読，で数 

千冊の蔵書があります。また、庭 

いじりについては正しくは‘水やり， 

です。 

仕事については、現在非常勤で日高川町船津の社会福祉 

法人敬愛会(白寿苑)にお世話になっています。 

最後に、四十数年間サービス業に従事してきて大切に思うこ 

とは、「誠実な人柄」と「柔軟な思考」（幅の広いものの見方・考

え方）ではないかと思料していますが、私自身至らぬ点が多々

ありますので、ご指導、ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。 

 本日はありがとうごだいました。 

 

御坊 RC 幹事 出石亮太 君 

本日は貴クラブ新年度初例会開催、誠におめでとうございま 

す。さて私、クラブに入会させていただいたのが約２年半前、ち

ょうどコロナが暴れはじめ出したころです。いわばコロナと同い

年ということになります。その間、休会もあったりで、１年間を通

してのロータリーの活動を未だ経験しておりません。自粛、自

粛で奉仕活動も経験したことがなく、ロータリークラブが何なの

か分からない状態で幹事を引き受けることになりました。それが

約半年前のことです。 

しかし、人生どこに幸運が転がっているのか分からないもの 

です。 

昨年の８月から貴クラブの細川幸三さんが委員長を務めて 

いる 2640 地区のＲＬＩ（ロータリー・リーダーシップ研究会）のＤ

Ｌ（ディスカッションリーダー）育成の研修に半ば強制的に、い

やいやロータリーの不文律に忠実に従い喜んで参加していた

ことがとても役に立ったと今実感しております。何も分からない

状態で参加して不安一杯の研修でしたが、貴クラブからは私よ

りもキャリアの短い東本さんが受講しており、細川委員長と彼の

頑張りに引っ張られ何とか研修を終え、3，4，5 月と RLI の本番

もこなすことができ、今はロータリーの楽しさや奥深さを学べた

研修に感謝しており、また以前より自信を持てるようになった気

がしています。 

幹事を務めるにあたり、研修で得た知識を、しかし残念なが 

ら忘れることは人間が持っている生まれつきの才能の一つだ 

と誰が言ったのかは知りませんが、私も例外ではなく知識の逃

亡を傍観している状況ですが、わずかに残った知識と経験を

最大限活用しながら、そして御坊東ロータリークラブさんと御坊

南ロータリークラブさんからのご協力を頂き、切磋琢磨しともに

成長しながら、地元に恩返しができるような奉仕活動を目指し

て一生懸命務めさせて頂きます。 

皆様、1 年間よろしくお願い致します。 

 

御坊南会長 坂本雅信 君 

御坊東ＲＣ初例会、この度は、誠におめでとうございます。こ 

の一年会長としてどうぞ皆様、宜しくお願い致します。 

そして昨日は、御坊ＲＣまた、御坊東ＲＣクラブ会長幹事当 

日クラブにお越いただき素晴らしい御祝辞を賜りましたこと、厚

く御礼申し上げます。 

世界的コロナパンデミックが、確か 2019 年、年末から話題に 

なり、またたく間に私たちの生活にも影響を及ぼして約３年続き

ます。 

それまでの生活環境は一変してロータリークラブの例会、又 

さまざまな活動もやむなく休会せざるを得ない状況もございま

した。その中で、御坊南ＲＣもコロナの影響で会員が激減する

という大変な事態に陥りました。 

去年は幸いにも、田の本直前会長のリーダーシップのお陰 

で、一名も欠けることなくなんとか、一年を乗り越えることができ

ました。 

今期はコロナも終息する事を願

いつつ、ロータリアンとして、 

社会奉仕活動や会員増強を勧

めていき、皆様と共に少しずつ

ですが、『明日の光を未来に繋 

げる』を私の今期のテーマとしまし

た。 

本日から一年間宜しくお願い致します。 

そして御坊東ロータリークラブの皆様の益々の御発展と御健 

勝、御多幸をお祈りして挨拶とさせて頂きます。 

本日のプログラム 



 

ROTARY CLUB SONG 

我らの生業

 

なし

出席率会員数 欠席者 出席者

6月15日 の修正出席率

14名 2名 12名 85.7%

御坊南ＲＣ幹事 濵口顕人 君 

御坊東ＲＣ2022－23 年度例会にお招きいただきありがとうご 

ざいます。 

入会して日も浅くロータリアンとして十分な経験も無いまま幹 

事を拝命頂き、言われるがまま、ハイと軽い気持ちで返事をし

てしまいました、 

実はとても後悔しております。今まではどなたか先輩の、お

尻にくっ付いて、ニコニコしながら雑用係をしていれば、なんと

なく過ごせていたのですがこれからは、どうもそうでは無い様だ、 

としみじみ感じております。というのは、この挨拶を考えるにあ

たり、諸先輩方の挨拶文を参考にと勉強させていただきました。 

皆様きちっと挨拶をされており、自分の不見識さを改めて、 

思い知らされた次第であります。 

『四つのテスト』を念頭に、なすべき役割の中で物事に感謝 

し、気配りを忘れず、坂本会長のもと、御坊南ＲＣの運営の一

助となるよう励みたいと思います。 

近年コロナ禍の影響で、ロータリーの活動のみならず、自治 

体や祭事に至るまで思い通りに運営することができず、また前

時代的な、ロシアによるウクライナへの武力侵攻その影響によ

る物不足物不足からなる物価高、猛暑、円安、ネガティブな事

象を数えれば、両手の指でも足りないくらいです。 

ロータリークラブの活動を通じて少しでも明るく元気になれる 

よう御坊、日高をはじめ中紀から和歌山県和歌山県から関西、

関西から日本中明るく元気になれますように。 

皆様方とともに。職業奉仕を通じて、地域のお役に立てるよう、 

努力する所存でございます 

甚だ勉強不足でございますが、ご指導ご鞭撻のほどよろしく 

お願いもうしあげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  出席委員会  松本政彦 君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出 席 報 告 

次回例会のご案内 

★7/20 例会は  

定款細則第５条第２節によ

り休会です。 
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