第 725 回例会 2011 年 7 月 6 日

mor

ました。笹野会長は力強い少し大きいか音が鳴り今年のやる
気が伺えました。
私は難しいことは言いませんが、15 人名でやれることをしっ
かりやっていきたいと思います。

☆ 司会進行 SAA 稲垣 崇 君
＜ビジター＞

本日のプログラム

*御坊 RC
会長 岡本恒男 君
幹事 坂井誠治 君

*御坊南 RC
会長 笹野千賀子 君
幹事 喜多英隆 君

村上宗隆 君
震災ボランティア
活動参加の感謝状
を授与

会 長 告 知

会長 栗林久一 君

皆さんこんばんは。いよいよ本日をもちまして 2011 年～2012
年度がスタートしました。私にとってはまさに試練の一年が始
まったという感じです。本日スタートに際しまして会員の皆さん
から最高のプレゼントを頂きました。
それは出席率 100％です。ありがとうございます。「出足よけ
ればすべてよし」このまま最後まで宜しくお願いいたします。
勉強不足の私ですが、今年一年間全力投球でやっていき
たいと思っていますので宜しくお願いいたします。
本日御坊ＲＣから笹野会長、喜多幹事、ようこそお出で頂き
ありがとうございます。

私の初めての会長点鐘のゴング、いい音が鳴ったでしょう
か？御坊 RC、南御坊 RC へ新例会の挨拶のとき、岡本会長
は緊張したと言っておられましたが、スムーズにいい音が鳴り

「新年度 3RC 会長幹事挨拶」
＊御坊 RC 会長 岡本恒男 君
58 代会長に就任しました。
今年度は 3 クラブが協力した
奉仕活動を行っていきたいと
思っていますので、よろしくお
願いします。
＊御坊 RC 幹事 坂井誠治 君
栗林内閣の新しい船出、おめで
とうごいます。
協力し合ってよろしくお願いしま
す。
＊御坊南 RC 会長
笹野千賀子 君
いつもお世話になりありがとうご
ざいます。御坊南 RC は 26 名女
性 6 名です。
6 名の女性は華やかで、メイキ
ャップして来ていただくのも楽し
いと思います。又退会者 0 の年
を目指して頑張りたいと思います
ので、よろしくお願いします。
＊御坊南 RC 幹事 喜多英隆 君
当クラブでは、はじめての女性会長
の幹事として努めます。女性会員 6 名
は元気で引き続き女性会長が誕生す
るかもしれません。
御坊三クラブの 3 人の幹事でともに
頑張っていきたいと思いますので、よ
ろしくお願いします。
＊御坊東 RC 幹事 細川幸三 君
今日は、まじめな挨拶を考えていたのですが、会長が普段
と違うまじめな挨拶をしたので、私は今年度は会長にすべ
てを任せてついて行こうと思いますので、よろしくお願いし
ます。

＊御坊東 RC 会長 栗林久一 君
当地区ガバナーに堺ロータリークラブの大澤徳平氏が就任
されました。やっと決まったという感じですね。
私はまだ正式に会長になっていません。それはなぜかという
と「ＰＥＴＳ受講、地区協議会出席」という会長就任必須条件を
満たしてないからです。だから７月 10 日予定の地区協議会、
その後開催予定のＰＥＴＳを受講することで会長になれるという
ことです。それを絶対に受けるということで会長になったつもり
で挨拶をさせて頂きます。
2011 年～2012 年度、カルヤン・バネールジーＲ１会長は本
年度のＲ１テーマとして「こころの中を見つめるよう博愛を広げ
るために」を揚げられました。これはまず、私自身を見つめ直
すとこから始まります。深く自己を省みることによって、人類が
皆同じ夢、同じ願望、同じ問題を分かち合っていることを理解
して頂きたい、ということです。
今年度の当クラブのテーマは「自分自身の確認をしよう」であ
ります。私たちは充実したロータリー活動を続ける上で自分の
生活、ビジネスの面においても常に四つのテストを照らし合わ
せながらお客様に喜んでもらえるように頑張っています。誠実
さが認められ、お客様に喜んでもらえた時は、「やってよかった
な」と喜びを実感することができます。その時、始めて自分の
存在を確認できるのではないでしょうか。
皆さんは、このクラブになくてはならない存在だということを認
識して下さい。
私は無理をして出来ない事をやるというような事をはしません。
自分の力で出来ることをしっかりやって頂ければと思います。
クラブで今なんとかしなければならないことは会員増強だと
思います。口では簡単に言えますが厳しいのが現状です。
会員組織委員会の森委員長も充分理解してくれております。
私が先頭に立ち会員増強に努めますので、みんなで智恵を
出し合い積極的に行動を起こして下さい。
又、事業の継続です。私たちの目玉であります「御坊東ロー
タリークラブ表彰」を今年度も実施しますので宜しくお願い致し
ます。
そして、親睦だと思います。クラブ運営委員会の玉置委員長
にお願いしております。全年度はクラブで会員同志お酒を飲
む機会が少なかったように思います。
私も飲むのは大好きですから玉置委員長もそこらへんはよく
分かってくれていますので、今年度はお酒を飲みながらお互
いに親睦を図りたいと思います。本年度の新春３クラブ合同初
例会は私達が担当となっていますのでその時は宜しくお願い
します。
最後にロータリーの魅力とは、知らず知らずのうちに他人に
たいする思いやりの心、助け合いの心を持ち、相手の喜びや
悲しみが分かる人間に改良されていくことであります。
よろしくお願い致します。
幹 事 報 告

幹事 細川幸三 君
○理事会の決定事項
＊花火大会への寄付を例年どおり 20,000 円とする。
＊東日本大震災寄付金付暑中はがきの小学校への寄贈
（御坊市・日高川町・美浜町・日高町）について会員全員よ
り 10,000 円の寄付
＊前ガバナーから村上宗隆君へ感謝状の贈呈
＊7 月 10 日地区協議会開催のお知らせ
委員会報告
【会員組織委員会】 森 裕之 君

本日委員会を開催します。
【奉仕プロジェクト委員会】 玉置幸史 君
今後のプログラムと地区協議会の報告のお願い
ニコニコ箱

SAA 稲垣 崇 君
◇御坊 RC 会長 岡本恒男 君（過分に）
よろしくお願いします。
◇御坊 RC 幹事 坂井誠治 君（過分に）
御坊 RC の幹事です。よろしくお願いします。
◇御坊南 RC 会長 笹野千賀子 君（過分に）
一年間、どうかよろしくお願い申し上げます。
◇御坊南 RC 幹事 喜多英隆 君（過分に）
本年よろしくお願いします。
◇栗林久一 君（過分に）
本年度、1 年間ご協力の程よろしくお願いします。
◇細川幸三 君（過分に）
いよいよ新年度もはじまりました！今年もがんばりますの
でヨロシクお願い申し上げます!!
◇龍田安廣 君
以上の方々からは、
◇小池佳史 君
新年度を祝して!!
◇小林隆弘 君
栗林会長、細川幹事、
◇白井 勇 君
今年度よろしくお願いしますと、
◇玉置幸史 君
頂きました。
◇村上宗隆 君
又、全員の方々からニコニコを頂き
ました。

出席報告

出席委員会

会員数 欠席者
15名

名

出席者
15名

6月15日 の修正出席率

栗本 浩 君
免除会員 出席率
0

100.0%

73.3% ⇒ 80.0%

♪ われは海の子 ♪
我は海の子白浪の
さわぐいそべの松原に
煙たなびくとまやこそ
我がなつかしき住家なれ。

次回例会のご案内
★7/20 例会は
地区協議会出席報告です。

