【６月はロータリー親睦活動月間】

tma

祝!! ２０１０－２０１１年度最終例会
☆ 司会進行 SAA 細川幸三 君
＜ゲスト＞
RI2640 地区ガバナー補佐
塩路良一 様
＜ビジター＞
御坊 RC 会長
福原健三 君
同 幹事
小竹伸和 君
御坊南 RC 会長 岩中昭英 君
同 幹事
坂井和夫 君
会 長 告 知

会長代理 小池佳史 君

本日、会長、副会長共に欠席され、幹事からの指名により代
理の御挨拶をさせていただきます。
今年度最終例会にあたり、ガバナー補佐様、そして御坊 RC
会長幹事、御坊南 RC 会長幹事の皆様の御出席をいただきま
ことに有難う御座います。
この一年間皆様方の御指
導のおかげを持ちまして
無事本日を迎えることが
出来ました。
又、当クラブ会員の皆様
にはクラブ活動に対しての
御協力大変有難う御座いました。
いよいよ始まります栗林会長年度には益々の発展を目指し
一致協力し会長を盛り上げて頂きたいと思います。
委員会報告
【次期幹事】 細川幸三 君
6 月 24 日クラブ協議会を 18 時から「花ご坊」で行います。
本日のプログラム

「RI2640 地区 G 補佐、
各クラブ会長幹事様御挨拶」
〇RI2640 地区ガバナー補佐 塩路良一 様
奉仕活動等無事終えられおめでとう御座います。今年は
IM2 組全 10 クラブを担当させていただきました。米田ガバナ
ーの次は、いつもなら和歌山地区からガ
バナーがでられるのですが、新しく、
大澤氏が地区の正常化に勤めたい
ということです。又私も現状におい
て次年度もつづいてガバナー補佐を
しなければならないと思います。一年間の
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御礼とご報告を申し上げます。
〇御坊 RC 会長 福原健三 君
早いもので一年になりました。皆さんのおかげで無事来れ
ました事有り難く感謝申し上げます。
正月の合同新年例会、2 月の
御坊東 RC の 15 周年、4 クラブ
合同の清掃奉仕ご苦労さまで
した。この一年、東クラブの皆様
にはなりました。あらためて御礼申し
上げます。最後よければ全て良しということです。本当に有難
う御座いました。
〇御坊 RC 幹事 小竹伸和 君
東クラブにはお世話になりまし
た。また、卓話ということで呼
んでいただき又、ロータリーに
とっても一からということで勉さ
せてもらいました。今後一会員にも
どりますので宜しくお願いします。
〇御坊南 RC 会長 岩中昭英 君
一年間お世話になりました。11 月
20 日には IM、12 月 18 日の創
立 35 周年式典にはお世話に
なり有難うございました。
次年度は当クラブは女性の
会長で、女性らしさが出てまた良
いクラブになると思います。一年間
坂井幹事もがんばってくれ、皆さんにも大変お世話にまし
た、有難う御座いました。
〇御坊南 RC 幹事 坂井和夫 君
一年間お世話になりました。
今年は色々事業が重なり、大
変でした。幹事は 2 度めでした
が、面白いものだといわれてい
ましたが、会長と色々遊んでいる
事が面白かったように思います。
ロータリーの面白さはまだわかって無い様に思います。どうも
一年間有難う御座いました。

〇御坊東 RC 幹事 森本弘之 君
幹事を受けたのは昨年の今頃で今回どうしようかと思いまし
たが、もう一年きました。
例会の形も変わってしまったのですが、これもプロジェクタ
ーを使ったり尾崎会長の特徴と思います。以前幹事をした
とき、一年間の DVD をもらったのですが、見てみると大変
良かったです。
今年度のも楽しみです。
一年間ご協力有難う
御座いました。
〇御坊東 RC 会長
尾崎達哉 君 ご挨拶
幹事 森本弘之 君代読
本日お出での御坊、並びに、
御坊南 RC の会長幹事様、年度中は何かとご協力頂き、誠
にありがとうございました。
ご意見等お伺いしながら、本日を無事迎えることが出来ま
した。
地区での問題ですが何かとあり，，，，ありずきたぐらいです
が、、、私達も大変困惑したことは事実であります。
この問題につきましては、後に引きずることなく、次年度に
引き継ぎたく思っています。
週報にも掲載させて頂きましたが、最終の例会に会長、副
会長が欠席とは、何事ゾ!!と、お叱りもあるやも知れません。
しかし、ロ－タリ－クラブは長丁場、こんなこともあると言うこ
とでしょうか？
酸いも甘いも、良しも悪しきも、皆引き連れて次年度へ、次
へ、未来へ、「そして新たな一歩へ!!」進んでいくことも私達の
宿命と思い、又そうしなければならないことと思っています。
又、いつまでも肩の凝らないクラブでいたいと思います。
最後になりましたが、残念ながら一名の会員増強もありませ
んでした。が、一名の退会者も出なかったこと、そして、偶
然？であったかも知れませんが、実１００％出席例会日が２
回ありました。
これらすべて、私を持ち上げて下さった会員の皆さんに感
謝致します。
ありがとうございました。

◇栗本

浩君 最終例会を無事迎え会長他役職の皆様お世
話になりました。
◇村上宗隆 君 一年間お疲れ様でした。
◇森 裕之 君 一年間ご苦労さまでした。
◇細川幸三 君 一年間有難う御座いました。
◇白井 勇 君 一年間ご苦労さまでした。
◇玉置幸史 君 会員の皆様一年ご苦労さまでした。

出席報告

出席委員会

会員数 欠席者
15名

5名

6月8日

出席者

玉置幸史 君
免除会員 出席率

10名

の修正出席率

0
80.0%

66.7%

⇒ 86.7%
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君 が 代
奉 仕 の 理 想

次回例会のご案内
★7/13 例会は
奉仕部門と
各委員長の抱負です。

2010-2011 年度会長 尾﨑達哉
ニコニコ箱

SAA 細川幸三 君
◇RI2640 地区 G 補佐 塩路良一 様（過分に）
◇御坊 RC 会長 福原健三 君（過分に）
一年間大変お世話になりました。
◇御坊 RC 幹事 小竹信和 君（過分に）
一年間大変お世話になりました。
◇御坊南 RC 会長 岩中昭英 君（過分に）
一年間お世話になりました。
◇御坊南 RC 幹事 坂井和夫 君（過分に）
一年間お世話になりました。
◇尾崎達哉 君（過分に） 一年間御協力有難うございました。
◇森本弘之 君（過分に） 一年間色々お世話になり有難うご
ざいました。
◇小池佳史 君 本年度最終例会です。皆様、ご苦労様でし
た。
◇小林隆弘 君 一年間有難う御座いました。

祝!! 2011-2012 年度 初例会

「 自分自身の存在を確認しよう!! 」

