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司会進行 SAA 白井 勇 君
＜ビジター＞
*御坊 RC
会長 福原健三 君、幹事 小竹伸和 君
*御坊南 RC
会長 岩中昭英 君、幹事 坂井和夫 君
＊御坊ＲＣ幹事
小竹伸和 君
2009-2010 会長幹事さん
一から用語から覚えていか
ご苦労さまです。
ないといけないので少し苦労しております。
それでも一年務め上げて来年の 6 月には笑って最後の
ありがとうございました。
東ＲＣさんの例会に参加させて頂けたらなと思います。どう
か一年間、ご指導、
宜しくお願い致します。
会 長 告 知

会長 尾﨑達哉 君

今期会長を任命され、本日は初例会となりました。
本日は、御坊 RC 会長幹事様、御坊南 RC 会長幹事様、お出
で頂きありがとうございます。
既に御坊、
御坊南 RC に
出席させて頂き
ご挨拶も本クラ
ブが最後になり
ました。
この一年どうぞ
宜しくお願い申
し上げます。
例会場レイアウトも少々変更させて頂きましたが、如何でし
ょうか？少し慣れてないので違和感もあろうかと思います。
さて、この会長告知ですが、私は毎例会「告知」を申し上げ
るのは控えさせていただきたく思います。但し、月々の第一例
会には「告知」を申し述べさせて頂きます。
今年度のＲＩテーマ、地区ガバナー指針につきましてはこの
後のご挨拶にて発表させて頂きます。

本日のプログラム

「新年度 3RC 会長幹事挨拶」
＊御坊ＲＣ会長 福原健三 君
日頃から私達、御坊ＲＣに関して、ご指導、ご協力頂きま
して本当に有難うございます。
無力な私ですが一年間、一生懸命やり務めたいと思いま
すので、ご指導、ご鞭撻、宜しくお願いします。

＊御坊南ＲＣ会長
岩中昭英 君
今年、南クラブの会長を務めることになりました岩中と申し
ます。私共は創立 35 周年でございまして数多くの実績を残
されたロータリアンの歴史を 1 つ 1 つ固めていきたいと思い
ます。何分、無力ですが、皆様の協力の程、宜しくお願い
致します。

＊御坊南ＲＣ幹事
坂井和夫 君
幹事は 2 度目ですが初心に戻り頑張ります。今年ＩＭの
当番で 11 月 20 日ですのでスケジュール空けておいて下さ
い。1 月 7 日（金）は 3 クラブ合同の初例会をします。今年一
年、東ＲＣの皆さんには、お世話になることや、ご協力をお
願いすることになると思いますが、宜しくお願い致します。

幹 事 報 告

幹事 森本弘之 君
○美浜支援学校からボランティア教室の実施について、受講
日の募集の知らせが事務局の方に貼ってあります。
○法務局からの『更正保護法って何だろう』のパンフレットを一
度読んでください。
○本日、第一例会終了後、理事会を開催します。

出席報告

出席委員会 小池佳史 君

会員数 欠席者
15名

1名

出席者
14名

6月23日 の修正出席率
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白井 勇 君

ROTARY CLUB SONG

♪ 四つのテスト ♪
◇塩路良一 君（過分に）
地区ガバナー補佐を務めさせていただきます。ＩＭ題２組
の９クラブを担当しますので、本日は有田２０００クラブへ
出席、次週ごあいさつに伺いますので、ご了承ください。
◇福原健三 君 （過分に）
一年間お世話になります。どうぞ宜しくお願いします。
◇小竹伸和 君 （過分に）
本年度御坊ＲＣ幹事の小竹です。一年間宜しく御願いし
ます。
◇御坊南ＲＣ会長 岩中昭英 君 （過分に）
今年一年間宜しくお願いします。
◇御坊南ＲＣ幹事 坂井和夫 君 （過分に）
本年度幹事をさせていただきます。宜しくお願い致しま
す。
◇尾﨑達哉 君 （過分に）
今年一年間宜しくお願いします。
◇森本弘之 君 （過分に）
一年間宜しくお願いします。来年の６月が待ち遠しいで
す…
◇玉置幸史 君 （過分に）
新年度スタートを祝して。
◇栗林久一 君 （過分に）
尾崎会長、森本幹事、一年間宜しくお願いします。
◇小池佳史 君
新年度、よろしくお願いします。
◇雑賀鈴夫 君
少人数になりました。トップを目指して。
◇小林隆弘 君
尾崎新体制を祝して
◇龍田安廣 君
尾崎会長、森本幹事、一年間どうぞ宜しくお願い致しま
す。御苦労様です。
◇細川幸三 君
今年度も始まりです！今年も宜しく御願い致します。
◇白井 勇 君 新たな一年が始まります。ガンバロー
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１．真実かどうか
２．みんなに公平か
３．好意と友情を深めるか
４．みんなのためになるかどうか

次回例会のご案内
★7/21 例会は
委員長会議報告です。

＊御坊東ＲＣ幹事 森本弘之 君
今回で幹事は 2 度目です。先日、南さんで挨拶しました
が後で調べたら、前回の挨拶と全く一緒でした。2 度目で
すが余裕がありません。
15 周年記念を今の 15 名で迎えられたらと思います。
一年間、頼りないですが、どうか宜しくお願い致します。有
難うございました。

会員はロータリーのバッチを着け、これを信用と奉仕の象
徴にしなければなりません。
言葉だけ美しくて実行の伴わないのは、色あって香りのな
い花のようなものである。
花の香りは風に逆らっては流れない。
しかし良い人の香りは風に逆らって世に流れる。
眠らない人に、夜は長く疲れたものに道は遠い
正しい教えを知らない人にその迷いは長い
自己の職業分野において高度な倫理基準と奉仕の理念
の徹底を行うこと。
最後にロータリアンはその地域社会において積極的な行
動を取らねばなりません。
以上のことを私なりに理解し、思考致しました。

私達は今年度で創立１５年を迎えます。
＊御坊東ＲＣ会長 尾﨑達哉 君
それではＲＩ会長メッセージと２６４０地区ガバナー指針を サブテーマとして「15th,地域と共に、そして新たな一歩へ」
発表させて頂きます。
と題しました。
2010-2011 年度 国際ロータリー会長 レイ・クリンギンスミス
は次のように指針を発表しています。
１．社会奉仕と職業奉仕を合わせるなら、地元の地域社会を
より住みやすく、働きやすい場所にすることができるでしょ
う。
２．国際奉仕は、国や大陸を異にする海外のクラブと協力し、
世界理解、親善、平和を広め、世界をより良い場所にす
るための機会を、私たちに与えるものです。
３．私たちは、「奉仕」 「親睦」 「多様性」 「高潔性」
「リーダーシップ」というロータリーの中核となる価値観を分
かち合う必要があるのです。
４．ロータリーの真髄を表す多くの語句を検討した結果、ロー
タリーの現在の使命を表し、私たちの業績を強調するた
めに、私たちが得意とすること、すなわち、次のテーマを
例会の場で分かち合いの心・友愛の心を育くみ、自己研鑽
最終的に選びました。
を計り、その結果生まれた奉仕の心が 入りて学び
例会で学んだことをコミュニティで行動実践するのが
出でて奉仕せよ であります。
一年間宜しくお願い申し上げます。
ありがとうございました。

次に、２６４０地区ガバナー米田眞理子氏は次の方針を打ち
出しております。
今、この一瞬を大切に我利我執を忘れて行動し、会員一
人一人が少しでもロータリーの未来に向かって行動しながら進
み、奉仕の理想にさらに近づくことを
2010－2011 年度の地区方針といたします。
ロータリーの原点である親睦と奉仕という二本柱について
考えると、ロータリアンたるもののなすべきことはただ一つ
それは積極的に行動を行う、行動するロータリアン
Active Rotarian たれ。
ロータリアンが倫理訓に記されたロータリーの諸原則を単に
語るだけでなく、どこまで実践するかにかかっています。

