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【６月はロータリー親睦活動月間】

☆ 司会進行 SAA – 森 裕之 君
＜ビジター＞
＊ 御坊 RC 会長 野村義夫 君 ・幹事 小柳義也 君
＊ 御坊南 RC 会長 柿木宏充 君 ・幹事 天倉利美 君

第862回例会 2014年 6 月25日

今後も御坊３クラブは協力しながら時代に対応していければ
私達の未来は明るいのではないでしょうか!!
後ほど最後の挨拶もございますので、告知はこれくらいで終
りたいと思います。
ありがとうございました。

幹 事 報 告

幹事 稲垣 崇 君
○2014 年 7 月のロータリーレートは、1 ドル＝102 円です。
○先週の推薦のあった方への勧誘を推薦者の人は宜しくお願
いします。

委員会報告
2014-2015 年度最終例会

会 長 告 知

会長 細川幸三 君

皆さん、こんばんは！
御坊ＲＣ野村会長・小柳幹事、御坊南ＲＣ柿木会長・天倉幹
事本日は、ようこそお越し下さいました。
この一年間 私達若輩もの会長．幹事を御指導頂き感謝申
し上げます。
この一年間、長い
ような短いような、
あれよあれよと過ぎて
しまったような気が
いたします。同時に
会長としての任を果た
せたのかどうか自信が
ありません。
ロータリークラブ会長として
参加するのは、殆どが地区問題の会議ばかりで、大きな成果も
なく忙しい思いをするだけで終わってしまった感があります。
話は変わりますが、最近ニュースを見ると必ず集団的自衛
権なる言葉が出てきます。
この集団的自衛権に対する見解はさておき、時は流れ時代
は変わります。
周辺環境も変われば、自分も変わると思います。特に現在
社会に於いてはそのスピードも速く、その変化に対応出来ない
と取り残され衰退してしまいます。
今後、ロータリークラブも世代交代が進み変化していくと考
えています。今の地区はその過渡期に来ているのでは、と最
近よく思います。

【次年度プログラム委員会】 委員長 森 裕之 君
本日例会終了後、プログラム委員会を開催しますので宜しく
お願いします。
それから、会長、幹事も参加宜しくお願いします。

ニコニコ箱

SAA 森 裕之 君
◇御坊 RC 会長 野村義夫 君（過分に）
一年間お世話になりました。
◇御坊 RC 幹事 小柳義也 君（過分に）
一年間お世話になりました。有難うございました。
◇御坊南 RC 会長 柿木宏充 君（過分に）
一年間お世話になり、有難うございました。
◇御坊南 RC 幹事 天倉和美 君（過分に）
一年間大変お世話になりました。
◇細川幸三 君（過分に） 週報のお礼として！
◇細川幸三 君（過分に） 今年一年間有難うございました！
野村会長、小柳幹事、柿木会長、天倉幹事、ようこそお
いで下さいました！
◇稲垣 崇 君（過分に） やっと気楽になれました。会長ご苦
労様でした。野村会長、小柳幹事、柿木会長、天倉幹
事、ようこそおいで下さいました。
◇雑賀鈴夫 君 細川会長、ご苦労様でした。
◇小林隆弘 君 一年間ご苦労様でした。
◇龍田安廣 君 細川会長稲垣幹事一年間ご苦労様でした。
◇栗林久一 君 細川会長稲垣幹事一年間ご苦労様でした。
◇森本弘之 君 一年間お疲れ様でした。
◇森 裕之 君 一年間ご苦労様でした。

本日のプログラム

「３ラブ会長、幹事挨拶」
御坊 RC 会長 野村義夫 君
一言、この一年間のお礼のご挨拶をさせて頂きたいと思いま
す。御坊クラブでは、今年度 60 周年ということで、一月前に 60
周年記念例会を御坊商工
会館でさせて頂きました。
私にとってはこの
一年間が大変長い
一年でございまし
て、高の荷が下り
てあと一回でお
役御免となります。
御坊クラブは
昭和 29 年に 25 人の
メンバーで設立されました。
私は、28 年生まれで、この年に
水害があり、田辺・和歌山のクラブが救援物資を持って駆け付
けてくれました。 そこで初めてロータリークラブがあるということ
が分かり、御坊にもロータリークラブを作らないといけないという
ことで 29 年に誕生しました。
御坊南、御坊東クラブの会長・幹事さんも駆けつけて下さり、
記念例会に花を添えて頂き有難うございました。それから姉妹
クラブの福島県白河クラブの皆さんも出席して頂き、盛大に楽
しくやらせて頂きました。結びになりますが、今後東クラブさんも
20 周年をお迎えになりますが、御坊 3 クラブが今まで同様仲良
くやって頂けたらと思います。
一年間どうもありがとうございました。
御坊 RC 幹事 小柳義也 君
入会 12 年目にして、初めて幹事という役職をさせて頂いて、
ロータリーというのを少し深く足を踏み込んで知ることが出来た
かなと思います。
地区が非常に正常でな
い状態の年の幹事とい
うことで良い勉強にな
りました。
そして、60 周年と
いう節目の年の幹事をし
てもいい勉強をさせて頂き
ました。今まで、ロータリーを 13 年
やってきましたが、ちょっとだけ好きにさせて頂いた幹事だった
かなと思います。今後とも宜しくお願い致します。有難うござい
ました。
御坊南 RC 会長 柿木宏充 君
御坊東 RC の皆さん、一年間お世話になり有難うございまし
た。また、細川会長、稲垣幹事ご苦労様でした。東クラブさんは
昔から地道な活動を着実に続けられている素晴らしいクラブだ
と思います。
東クラブさんの 10 周年
の時のことを思い出し
ました。中津ドームで
行われ、雨の中植樹
されましたね。
あれから 8 年経ちま
したが、植樹した木も大
きくなったと思います。
私もとうとう今年で喜寿を超え
まして、我がクラブでも上から 2、3 番になりました。そういうことを

考えますと東クラブさんもあと 2 年で 20 周年を迎えることになり
ますが、今後共益々飛躍されて立派な 20 周年、立派なクラブ
を継続していって頂きたいと思います。
それから、御坊３クラブ、今後とも仲良くやっていきたいと考
えておりますので、どうか宜しくお願い致します。
御坊南 RC 幹事 天倉利美 君
一年間本当に有難うござい
ました。細川会長、稲垣
幹事大変お世話になり
有難うございました。
最初一年と思えば大
変長いと思いましたが、
過ぎてみればあっという間の
一年でした。
会員の皆さんに助けられ無事に
今日の日を迎えられたこと感謝の気持ちでいっぱいです。
幹事をさせて頂きましして色々勉強させて頂き、大変ありが
たかったと思います。これからは兄弟クラブとして、手を携えて
今後御坊南 RC の一員として頑張っていきたいと思います。今
後共、宜しくお願い致します。有難うございました。
御坊東 RC 会長 細川幸三 君
いよいよ最後となりました。この一年間の総括として、先週も
少し触れましたが、今年度の私の目標は、クラブの緩やかな発
展と、多様性を持とう!!と、言う事で始めました。
７月開始早々は挨拶廻り
等でほぼ終わり。
８月には最近恒例
になっています
栗やんの所で
花火例会、美味
しいものを頂きな
がら親睦を図りま
した。
その後、ガバナー公式
訪問があり、１０月には大川君所の
宝の湯で移動例会、その後、地区大会これは皆さんご存知の
通り入場拒否と言う異例な形で終りました。
職場見学これは、森本委員長の計らいで太陽化学さんにお
邪魔しました。１２月には家庭集会、忘年例会、１月は３クラブ
合同新年初例会、２月には継続事業の御坊東クラブ表彰例会、
今年度は１０回目を迎えました。
４月には有田２０００ＲＣクラブさんの１５周年記念例会を東ク
ラブとの合同例会として頂き、有田２０００さんのお招きにより皆
さんで出席しました。５月には親睦旅行で九州熊本菊池温泉
に行きました。詳しくは言えませんが、何かと良かったです。
先日の備長炭窯出し体験も記憶に新しいところです。と終っ
てみれば、掲げた目標が達成出来たかどうか、少し疑問も残り
ますが、私なりの評価をさせて頂ければ、８０％位の達成率だと
思います。
一人の退会者も無かったのが一番大きいと思います。
まず、副会長の尾崎さ毎週々週報の作成ありがとうございま
した。週報の作成は大変手間の掛る事です。それをずーっとや
って頂いている尾崎さんに改めて感謝申し上げます。ご苦労様
でした。また今後もよろしく御願いします。
それから、稲垣幹事今年度の幹事は、幹事が自ら分かって
いるように、さすが幹事と思わせるようなシーンは一度も無かっ
たように思います。
しかし、私は稲垣幹事が幹事と言う立場でこの例会に出席し
てくれるだけで、よしと言う気持ちで御願いしましたので、結果、

これはこれで稲垣君には十分責任を果たして頂いたと思い
ますし、感謝もしております。ありがとうございました。
小池エレクトには昨年末位より、地区問題の件で引き継ぎも
兼ねて相談に乗って頂きました。次年度は、今年度以上に忙し
くなる可能性があると思いますのでご苦労をおかけすると思い
ますがよろしく御願い申し上げます。
直前会長の龍田さん、会長が終わった途端、例会に出てこ
なくなりました。（これは、冗談です。）本業はもとより、町会議員
（議長）と言うもう一つの奉仕も行いながら、可能な限り出席して
頂きました。来年度はもう少し頑張ってください。
栗林委員長には、プログラムや親睦で大変ご苦労をおかけ
しました。
栗林さんはもちろんクラブの状況を理解していますので、文
句も言わず黙々と委員長の任をこなしてくれました。改めて感
謝を申し上げたいと思います。
森さんには、大変忙しい中ＳＡＡとして一年間を通じ例会の
監督、進行をスムーズにこなして頂きました。
白井さんは大病を患ったにも関わらず、元気に復帰されまし
たし、松本さん、雑賀さんも年齢的、体力的に辛い時もあると思
いますが、高い出席率を維持して頂きました。
森本君、大川君、北垣君には仕事が忙しいにも関わらず、
可能な限り例会に出席して頂き、場の雰囲気の向上に貢献し
て頂いたと思います。
小林さんは本来例会に出席出来る程、時間的余裕などない
と思われる中、可能な限り出席して頂きありがとうございます。
最後に栗本先生、先生は免除会員で出席義務が無いにも
関わらず、毎回必ず出席して頂き、また、親睦旅行にも参加し
て頂きました。その元気なお姿を拝見し、只々感激するばかり
です。先生には次年度も変わらぬ存在で出席して頂ける事と
信じています。
また今日お越し頂いています。御坊ＲＣ 野村会長様、小柳
幹事様御坊南ＲＣ 柿木会長様、天倉幹事様 には、この一年
間あらゆる面に於いて大変お世話になりました。改めまして感
謝申し上げます。
本来であれば、もっと詳細に皆様方に御礼を申し上げるべき
ですが、時間の関係上このへんにさせて頂き、会長としてこの
一年間会員皆様方に対する御礼と感謝の気持ちを表し、退任
の挨拶とさせて頂きます。
この一年間どうもありがとうございました。
御坊東 RC 幹事 稲垣 崇 君
みなさんこんばんは
やっと一年が過ぎました。この日が待ち遠しくて仕方がありま
せんでした。
細川会長から幹事を頼まれたとき、欠席の多い私には絶対
無理と断ったのですが、「何もしないでいいから、ほとんどのこと
は自分がするから名前だけなっておいて」と言われ、細川さん
に言われたら仕方ないかと思い幹事を引き受けるにしました。
その時は何もしないでいいからって言ってくれたけれどほんの
少しぐらいは細川会長を助けようと思ったのですが、結果は皆
さんご承知のとおり何もしない幹事で終わってしまいました。
細川会長、本当にすみませんでした。そして、ご苦労様でし
た。それから、会員のみなさま色々とご迷惑をおかけして申し
訳ございませんでした。
みなさんの優しく暖かい心があったからこそ幹事を辞めずに
すんだと思っています。たぶん、私のような幹事であれば他の
クラブでは即刻クビになっていたことでしょう。
このクラブで本当に良かったです。
みなさん、本当にありがとうございました。・・・・・・

会長幹事、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

1名

出席者

小池佳史 君

免除会員 出席率

14名

1

6月11日 の修正出席率

93.3%

なし

ROTARY CLUB SONG

君 が 代
奉 仕 の 理 想

次回例会のご案内
★7/9 例会は
各委員長から新年度の抱負を
発表頂きます。
2014-15 年度 RI テーマ
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