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会 長 告 知 

 

2011-2012 ガバナー公式訪問例会 
 
☆ 司会進行 SAA 森本弘之 君 

＜ゲスト＞   
＊第 2640 地区ガバナー 大澤徳平 様 
＊同地区ガバナー補佐 塩路良一 様 
＊同地区副代表幹事 佐々木甫 様 
 

 
 
会長 栗林久一 君 

 

本日は無事にガバナー公式訪問の日を迎えることができま

した。台風の接近でどうなるのかと心配しましたが上陸もせず

早く通りすぎたのでたいした被害もなく良かったです。 

先程より会長、幹事

懇談会において大

澤ガバナー、塩路ガ

バナー補佐を交え

て私たち東ＲＣの概

況報告及び委員会

計画書そして、当ク 

ラブ細則等、色々と御

指導頂きました。また、本音で語り合うということで短い時間で

したが、大変充実した懇談会になりました。 

私は会長の抱負と挨拶の中で、本年度は更なる「クラブの

充実を目指して」と書いています。ロータリーは例会からといわ

れるように、全ては例会から始まります。クラブの充実を図るた

めにも、皆さん欠席をされませんよう宜しくお願い致します。 

 

 

  幹事 細川幸三 君 

○例会変更 

＊海南東 RC･･･10/3（月）の例会、19:00 からに変更 

＊御坊南 RC･･･10/4（火）の例会、休会 

＊有田 RC･････10/20（木）の例会、ローテンションデー 

保田中学校授業参観、12:30 から 

 

 

 
【イーストゴルフコンペ】  小池佳史 君 

10 月 10 日（月・祝）に開催されます。参加の方、よろしくお願

いします。 

   ガバナー  大澤 徳平 

 この度の台風 12 号はひどいでしたね。10 日と 11 日に新宮・

那智勝浦・田辺・御坊と回って参りました。御坊南の喜多幹事

さまの先導で岩中会員の事業所にもお見舞いに行ってきまし

た。ひどいことになっているのにびっくり致しました。心からお

見舞い申し上げます。 

 18 年ぶり 再びガバナーの大役を難しい時期に国際ロータ

リー会長からご指名を頂き務めております。浦島太郎のような

複雑な心境でまいり 

ました。生まれて 78 年 

育ちました。 

ロータリーの職業分類 

は「能楽堂」です。 

 古くからの造り酒屋 

でその樽干し場にち 

っちやなビルを建てた 

ときにその中庭に本格的な能舞台を建てました。 

勿論総ヒノキ造りで槍皮葺です。ここにお見えになった堺の

旦那様にお声をかけられ「40 歳になったんやあ、ぼちぼち社

会に返さなあかんで、ロータリーに入り」とご推薦された年が

「今こそ行動の時」ウイリアム・カーター会長のテーマでした。 

7 年後にクラブ幹事を仰せつかったときは「時間を捧げよう

奉仕の為に」が RI テーマでした。幹事をご経験なさった方は

身を以て思い出されるでしょうが過に 2～3 度事務所に顔をだ

し書類に目を通し、会長に見ていただくも整理したり、次の例

会の準備とずいぶん時間を捧げなければなりませんでした。 

 入会 10 年目に地区副代表幹事を仰せつかったときは「見つ

けよう 奉仕の新生面」でした。ロータリーもまあこんなものか

少々惰性気味だったのが、新しい奉仕を見つける手立てを考

え、何かを求めて走りまくりました。 

 入会 15 年目クラブの会長を仰せつかったときの RI テーマは

「ロータリーに活力を 貴方の活力を」オーストリヤのロイス・ア

ピー会長さんでした。堺クラブで初めての昭和生まれの会長

の誕生です。「その若さでクラブの活性化を図れ」です。 

そして 20 年目ガバナーという超大役を私は丁度 60 歳還暦の

歳ですクリフォード・ダクターマン RI 会長の「まことの幸福は人

助けから」がテーマです。 

 ロータリーの総仕上げのテーマだと喜びました。私の節々の

時のテーマが全て私のために作られたようなぴったりのテー

マだったことが私とロータリーとの運命的な出会いであります。 

だから私はロータリーが好きになったのです。 

 さて本年度のカルヤン・パネルジー会長の RI テーマ「こころ

の中を見つめよう博愛を広げるために」は正に我が身に、そし

て我が地区の皆様へのメッセージだと受け止めております。 
 平和を取り戻すためには「まず自分自身から見つめ直すこと 
から始めなさい」と言われています。見つめ直すことにより周り 

ガバナーアドレス

委員会報告 

幹 事 報 告 



 

会員数 欠席者 免除会員 出席率出席者

なし9月7日 の修正出席率

15名 3名 0 80.0%12名

が見えてきます。もともと何があってここまで醜い悲しい争いに

なったのか、ロータリーの世界では考えられない世界にしたの

はなんなのかと私自身で自分を見つめ直しました。事の発端

は諮問委員会（指名委員会）にありました。 
私もその委員の一人ですから責任があります。PDG の見解

の相違が地区会員の皆様に多大のご迷惑をかける結果になり

すまん思いでいっぱいです。しかしご本人の決断で GN を辞

退されたのですから解決したのであります。後ろを見つめても

何も変わりません。やめましょう。もう済んだことですから前を向

いて平和を取り戻すことを考えましょう。そして再びこのようなこ

とが絶対に起こらないようにしましょう。だから私の今年度地区

運営方針を先ずは修復と再生としたのであります。 
 修復と再生は、すべてにおいて手続要覧・ロータリー章典に

照らして何事も決めていくことから始めました。クラブもルール

をもう一度見直してください。 
そのために私は、 

我が地区で 1 番 
のロータリー情 
報通の松生満君 
に代表幹事をお願い 
いたしました。 
一度電話で問い合わせて下さい。 
間髪を入れずにそれは手続要覧の何ページの何行目に解説

されていますからご覧ください。とご返事が返ってまいります。

それともうーつ、ガバナー選出の際素晴らしい人物が本人が

OK してもクラブから「うちは弱小クラブだから出せない」のセリ

フでこれまでいくつも消えました。これではいつまでも素晴らし

いお人は出ません。 
現在 20 名以下のクラブが 26 クラブ在ります。30 名以下です

と 48 クラブです。確かに所属クラブから代表幹事を含めて約

20 名の地区幹事は出せません。所属クラブだけでなく近隣ク

ラブからも出ていただき連合体で地区運営をする。そのモデ

ルケースを作ってみようと考えました。 
 イエローカードやレッドカードの意味も分からずでは楽しさも

半減いたします。この機にそれぞれのクラブも会員もルールを

手続き要覧とロータリー章典で再確認しあい楽しいロータリー

ライフを送りたいものです。 
 ここで本年度カルヤン・パネルジーRI 会長の RI テーマと「家

族・継続・変化」の 3 つの強調事項をパワーポイントで見ていき

ましょう。 
 最後に 9 月は四大奉仕に加えられた五大奉仕に数えられた

「新世代のための月間」です。当地は特に外国への関心が強

い地区でロータリーの国際性を生かして交換留学生や財団奨

学生や米山奨学生のお世話をよく預かっていただいておりご

家族を巻き込んだ国際交流で次世代を担う青少年育成にお

力をさらなるご理解をお願い申し上げます。また地区では 2 月

に浜寺青少年センターでテイラー泊研修が計画されています。

これも動員の方宜しくお願い申し上げます。 
 会員増強および拡大月間は済みましたが 8 月に限りません。

会員増強で質か量かの問題がよく話題になりますがこのところ

量ばかりが先行しています。各クラブでの会員減少がまだ続い

ているからです。本年度は約 100 名減でのスタートとなりました。

地区内のごたごたが素晴らしいロータリアンを失望させたので

しょう。残念でなりません。 
 私は質も忘れないでくださいと声を大にして言います。たとえ

ば世間で先生と呼ばれていられる方にご入会を勧めてくださ

い。決して質は落ちません。ご自分のクラブに推薦するときは

誰しも質を落とす恐れなどない人を選びます。 
100％出席を言ってください。年度の各半期間においてメー

クアップを含む例会出席率が 50％に達していなければ会員身

分が終結になるのです。また本クラブの例会総数のうち少なく

とも 30％出席していなければ終結。また連続欠席が連続 4 回

正当な理由がない者は終結にもなりかねない。出席を最低

90％は維持して下さい。例会に出席しておればロータリーがわ

かってまいります。 
そして ロータリーをもっと知って下さい。ロータリーの心を

知って下さい。ロータリーを楽しんで下さい。ロータリーでもっ

てご自分の充実を図り味わって下さい。 
時間がまいりました。   ご清聴ありがとうございました。 

 

 

  SAA  森本弘之 君 

◇栗林久一 君  ガバナーをお迎えして。 

◇細川幸三 君    〃 

◇小池佳史 君    〃 

◇尾崎達哉 君    〃 

◇栗本 浩 君    〃 

◇玉置幸史 君    〃 

◇村上宗隆 君    〃 

◇森 裕之 君     〃 

◇白井 勇 君    〃 

私事ですが、やっと一寸おちついてきました。

その節は、クラブ員の方々のお気遣いありが

とうございます。 

 

 

  出席委員会 村上宗隆 君 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

次回例会のご案内 
★10/5 例会は  

休会です。 

♪ 鐘の鳴る丘 ♪ 
緑の丘の 赤い屋根 
 とんがり帽子ぼうしの 時計台 
鐘かねが鳴ります キンコンカン 
メイメイ小山羊こやぎも 

 鳴いてます 
風がそよそよ 丘の家 黄色いお窓
まどは おいらの家よ 

ニ コ ニ コ 箱

出 席 報 告


