
於 ガーデンホテル ハナヨ

（敬称略）

田辺市長 真砂 充敏 代理

田辺市副市長 福田 安雄

第２６４０地区パストガバナー 村上 有司

田辺ロータリークラブ会長 山本 博章

田辺ロータリークラブ幹事 瀬戸 英男

紀伊田辺ライオンズクラブ会長 泉 正徳

田辺ライオンズクラブ会長 住友 治

(公社)白浜・田辺青年会議所理事長 早稲田 好則

同上 副理事長 山本 悌士

同上 副理事長 小山 敦士

同上 副理事長 玉置 佳範

同上 専務理事 澤村 公道

同上 直前理事長 原見 輝彦

同上 まちづくり委員会 委員長 小山 欣宏

本宮プロバスクラブ会長 辻坂 貢

龍神プロバスクラブ会長 古久保 克巳

日置川プロバスクラブ会長 森田 義利

有田2000ロータリークラブ会長 岩本 司

白浜ロータリークラブ幹事 藤田 正夫

田辺はまゆうロータリークラブ会長 菊池 正紀

田辺はまゆうロータリークラブ幹事 山本 佳弘

株式会社紀伊民報 代表取締役社長 小山 洋八郎

五月晴れの佳き日に、歴史と伝統を重ねて参りまし

た当クラブは、本年お蔭様で40周年を迎えることがで

きまた。これもひとえに皆様方のご指導、ご支援の賜

物だと感謝申し上げます。
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４０周年記念委員長 谷中 順次郎

式 辞

会長挨拶 竹村英一会長



本日は公私共にご多用のところ、田辺市長 真砂充敏様、

並びに国際ロータリー第2640地区パストガバナー村上有

司様、近隣友好関係諸団体各位の多数のご来賓の皆さん

をお迎えして、40周年記念例会を盛大に開催することが

できましたことは、この上ない喜びであり感慨無量でご

ざいます。ご来賓の皆様方には、ご臨席賜りました事に

対して会員一同厚くお礼申し上げます。

本例会は、私共の40年間の活動を振り返り、50周年に

向かってすばらしい奉仕活動をしていく決意の場であり、

また今まで私共の活動に御指導御支援いただきました皆

様方全員に御礼申し上げる機会といたしたく存じます。

私ども田辺東ロータリークラブは、１９７４年（昭和

４９年）５月１５日にスポンサークラブの田辺ロータリー

クラブ様のご指導により地区で３１番目のクラブとして

３1名で創立いたしました。

現在も4名のチャターメンバーが活躍中である事は喜ば

しい次第です。

30周年から後の10年間を振り返りますと、日本の経済

はデフレの時代でありましたが、最近はアベノミクスの

効果かインフレに転じている様で今後は所得が増えるよ

う期待されています。

また生活環境としましてはインターネットが普及し購買

方法が変化し、地域経済はかなりの打撃を受けいるかと

思われます。

また職業倫理に反する不正も沢山見受けました。

その一部に、ライブドアの堀江社長が証券取引法違反で

逮捕、不二家の消費期限偽装の発覚、昨年は老舗ホテル

でも食品偽装表示問題などがあり職業倫理が問われてお

ります。

少子高齢化社会になり、今後の介護問題も浮き彫りになっ

ています。

また、日本では地震が増え地球規模で気候が変化し災害

も激増しています。

そんな中我々は、今後もロータリー精神の基づき会員

相互の親睦、友情を深め、倫理基準の高い仕事をする事

で地域社会に奉仕をし、国際ロータリーを通じ世界平和

に貢献出来るよう活動を続けて参ります。

ここで今までの行って参りました奉仕事業に関して、

少しご披露申し上げます。

10周年に田辺市役所前に時計塔寄贈、15周年に田辺市

新庄町の国道沿いにつつじを植樹、20周年に田辺市美術

館前に時計塔寄贈、25周年に上富田町内小学校に天体望

遠鏡などの寄贈、30周年に扇が浜への時計塔とフットラ

イトを寄贈いたしました。

青少年奉仕活動の一環としまして沢山の留学生のお世

話も行って参りました。前期はスウェーデンの女子高生

の受け入れをし、約10ヶ月間のホームステイ、田辺高校

への通学の支援、日本の文化に触れてもらえるように観

光案内もさせていただきました。

当地からは田辺高校の女子高生をスウェーデンへの留学

を支援しました。その彼女が、帰国後今年のセンター試

験の英語のリスニングテストで全国1位になられ、有名

外国語大学に入学されたと伺い大層嬉しく思っています。

この様な地道な活動が国際間の理解や平和に繋がれば

と願っています。

このように当クラブが40周年を迎えるに当たって、長

い歴史と先輩諸兄の輝かしい功績を汚すことのなきよう

ロータリーの原点に立ち返り、本日が50周年に向かって

明るいスタートの時として、会員がロータリーライフを

楽しみ且つ奉仕の精神を全うすべく精進いたしますので、

皆様方の一層のご指導とご支援を賜ります様重ねてお願

い申し上げます。

結びになりましたが、ご臨席いただきました皆様方の

今後益々のご発展ご健勝とご多幸を祈念致しまして挨拶

とさせていただきます。

雑賀 三元様 入会年月日 昭和４９年 ５月１５日

ご逝去 平成１７年 １月２８日

脇村 誠三郎様 入会年月日 昭和４９年 ５月１５日

ご逝去 平成１９年 ５月２８日

稗田 秀次郎様 入会年月日 昭和４９年 ５月１５日

ご逝去 平成２０年１２月２６日

隠岐 和彦様 入会年月日 昭和５４年 ７月 ４日

ご逝去 平成２４年 １月３１日

（市長祝辞）福田副市長代読

本日、田辺東ロータリークラブ創立40周年記念例会が、

このように大勢の皆様方のご臨席のもと、盛大に開催さ

れますことを心からお慶び申し上げます。

また、皆様方には、平素から市政の各般にわたり、多

大なるご支援とご協力を賜っておりますこと、この場を
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物故会員に黙祷

祝 辞

田辺市長 真砂 充敏 代理

田辺市副市長 福田 安雄



お借りいたしまして厚くお礼を申し上げますとともに、

世界における親善と平和の確立に寄与することを目指し、

創立から40年という長きにわたり活動されておりますこ

と、深く敬意を表する次第です｡

さらに、先日は竹村会長様はじめ役員の皆様が市長室

にお見えになり、デジタル簡易無線機をご寄贈いただき

ました。重ねてお礼申し上げますとともに、今後とも安

心・安全のまちづくりを推進し、更なる防災力の強化に

努めてまいります。

さて、田辺市は、今年世界遺産登録10周年、平成27年

度には紀の国わかやま国体・紀の国わかやま大会、合併

10周年など、大型周年事業が連続します。これらを国内

外の皆様から田辺市を知っていただく絶好の機会ととら

え、本年

をPR元年と位置づけ、4月から新たに｢たなべ営業室｣を

設け､全国から“選択”される田辺市を目指すとともに、

田辺市の価値そのものを高めていくことで、持続的かつ

発展的な地域の活性化に繋がるよう邁進しているところ

です。

そうした中、田辺東ロータリークラブの皆様におかれ

ましては、今年の目標を｢郷士の歴史に学び、若者に明

るい未来を｣と掲げ、地域に根ざした奉仕活動にお取組

みいただいておりますこと、大変心強く感じています。

市といたしましても、市民の皆様に郷土に愛着や誇り

を持っていただけるよう、また、田辺市を来訪された皆

様には、また来たい、住んでみたいと思っていただける

ようなまちづくりを進めてまいりたいと存じますので、

変わらぬお力添えを賜りますようお願い申し上げます。

最後になりましたが、創立40周年という節目を迎えら

れました貴クラブの今後ますますのご発展と、本日ご参

集の皆様方のご健勝、ご活躍を祈念いたしまして、あい

さつとさせていただきます。

皆様、創立４０年おめでとうございます。

１、田辺東ＲＣは、昭和４９年５月、田辺ＲＣをスポン

サークラブとして田辺・白浜地区三番目のロータリーク

ラブとして誕生しました。私も田辺ＲＣの一員として貴

クラブの草創期から関与した者ですが、４０年前開かれ

たチャーターナイト（創立総会）の席上、野田武雄初代

会長・中野徳和初代幹事のたいへん緊張した姿が、つい

昨日の様に思い出されます。しかし、その時、夢と希望

を抱いて貴クラブを立ち上げた３１人の創立会員（チャー

ターメンバー）の多くが、故人となられたと聞き、時の

経過をしみじみと感じているところです。田辺東ＲＣの

歴史は特別派手なものではありませんでしたが、その活

動は着実で素晴らしいものがあり、多くの社会貢献をさ

れています。又内にあっては、会員同志いつも和気藹々

で親睦の成果もすばらしいものがあり、模範的ロータリー

クラブとして“いぶし銀”の如き光をはなたれています。

２、ロータリークラブは、１９０５年２月２３日の晩、

アメリカ・シカゴの片隅の薄暗い事務所で、弁護士ポー

ル・ハリスら４人の先人らが集い、「胸襟を開いて付き

合いの出来る人生の友を見つけたい」との一念でスター

トしたものです。それから１１０年近い時を刻み、今で

は２００を超える国又は地域にネットワークを拡げ、３

万５千近いクラブを傘下におさめる巨大組織となりまし

た。そこに集うロータリアンも１２２万人を超え、時代

と共に発展を続けてきましたが、最近不協和音が出始め、

“ロータリーの曲がり角”と指摘する識者もいます。特

に、ここ４～５年の我地区（第２６４０）の混迷は目を

覆いたくなるものがあります。しかし、そんな時だから

こそ、ロータリアン一人一人がしっかりして、自らを律

する必要があります。ロータリーの根本理念（哲学）は

不変ですから、原点に立ち返って正しい道を見付けてほ

しいと思います。

３、ロータリアンは、各職域から選ばれた代表者であり

ます。各事業所に帰れば、社長・所長等責任ある立場の

人々で、自らの企業の維持・発展に日々苦悩されている

ことと思いますが、その活動の根底においては、ロータ

リー活動で学んだ“職業倫理”と“奉仕の精神”を忘れ

てはなりません。

ロータリアン一人一人の胸には、小さいけれどキラッと

光るロータリーバッチがつけられています。このバッチ

はロータリーのシンボルマークであり、限られた人々に

だけしか使用は許されていません。我々ロータリアンは、

胸元で輝くバッチに負けない様に研鑽をつむ必要があり

ます。

４、田辺東ＲＣの皆様におかれては、今後一層の精進を

続けられ、ロータリアンとして又人間として更なる成長

をとげられ、同時にクラブの発展・向上に尽力されるよ

う祈念して祝辞とします。

本日は田辺東ロータリークラブの皆様、創立四十年記

念誠におめでとうございます。
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国際ロータリー第２６４０地区

パストガバナー 村上 有司

スポンサークラブ会長 山本 博章様



この様な盛大なお祝いの席にお招きいただき光栄でご

ざいます。

当田辺東ロータリークラブは、田辺ロータリークラ

ブをスポンサーとして昭和４９年５月１５日に１２１

６番目に誕生、野田武雄氏を初代会長として３１名の

会員の皆様で初例会を開かれたと聞いております。４

０年間、会長・幹事・理事・役員の方々には言うに及

ばず会員の皆様の努力が、今日の地位を確立されたも

のと大いに敬意を表します。

周年事業を見ますと１０周年には市役所に時計塔、

１５周年には新庄国道沿いにツツジの花木を植樹され

道行く人々の目を楽しませてくれています。２０周年

には田辺美術館前の時計塔を寄贈され、２５周年には

上富田町内小学校に天体望遠鏡を寄贈され、３０周年

には扇ケ浜ビーチハウスの隣接地に３面タイプの太陽

電池の時計塔を田辺市に寄贈され地域社会に多大な貢

献をされています。

国際奉仕活動にも尽力され一歩も二歩もスポンサー

クラブより精進されていると聞いております。

最後になりましたが、田辺東ロータリークラブの益々

の発展と皆様方のご健勝をお祈り申し上げお祝いの言

葉とさせて頂きます。

・紀伊田辺ライオンズクラブ様

・田辺ライオンズクラブ様

・衆議院議員 二階俊博様

・参議院議員 つるほ庸介様

・参議院議員 世耕弘成様

・国際ロータリー第２６４０地区

ガバナーエレクト 辻秀和様

・那智勝浦ロータリークラブ様

・上富田町青少年育成町民会議 主催

福島県児童の招待事業 への活動支援金

・NPO法人 カルチャー of キッズ への助成金

・田辺市へデジタル簡易無線機２台を寄贈

・記念ゴルフ大会開催

・(公社)白浜・田辺青年会議所様と共同にて

「紀南フューチャー キッズ プロジェクト 2014

～未来を担う子どもたちのために～」を開催

(公社)白浜・田辺青年会議所理事長 早稲田好則様

「紀南フューチャー キッズ プロジェクト 2014

～未来を担う子どもたちのために～」を共同で

開催させていただきました。

貴青年会議所様には、平成26年4月27日の紀南Ｆuture

Kids Project2014の事業で共催頂き、多大なるご貢献

賜りました事に対して心より感謝の意を表します。

チャーターメンバー

堀 龍雄会員 浦地 章会員 谷峯 正美会員

畑地 誠会員（当日は欠席）
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祝電披露

記念事業発表

顕彰式



（敬称略）

◇「４０周年記念例会をお祝いして」

田辺市役所、(株)紀伊民報、

(公社)白浜・田辺青年会議所、

パストガバナー 村上有司、

紀伊田辺ライオンズクラブ、

田辺ライオンズクラブ、

本宮プロバスクラブ、

龍神プロバスクラブ、

日置川プロバスクラブ、

有田2000ロータリークラブ、

田辺ロータリークラブ、

白浜ロータリークラブ、

田辺はまゆうロータリークラブ

串本ロータリークラブ

◇ニコニコを頂きました。

二宮計介様、

会員 出席者全員

◇お花を頂きました。

小西博之様

ネイチャー・フォトグラファー

内山りゅう様

1962年東京生まれ。“水”に関わる生き物とその環境の

撮彰をライフワークとしている。

とくに淡水にこだわり写真集や図鑑、写真絵本などを精

力的に発表する。

1999年、美しい水環境を求めて和歌山県白浜町に移住。

以後、“清らかな水”を取り巻く水環境にレンズを向け、

創作活動を続けている。

現在、朝日新聞和歌山版にて「和歌山ネイチャーフォト」

（毎週木曜日）を連載中。

近年はテレビ番組の制作・出演も多く、

「情熱大陸」（毎日放送）

「奇跡の地球物語」「報道ステーション」（テレビ朝日）

「ダーウィンが来た！」「アユ踊る清流の四季 古座川」

（ＮＨＫ）ほか多数がある。

平成22年度和歌山県文化奨励賞を受賞。

公式ホームページhttp://uchiyamaryu.com/

http://tanabe-east-rc.com/

出席報告

出席報告

会員数 義務免除 欠席者数 本日出席率

51名 7名 2名 95.45％

5月7日修正出席率95.45％

ニコニコ箱

出席委員会 上原 俊宏

ＳＡＡ 丸山 博之

閉会挨拶

点 鐘

閉会謝辞

副会長 本田 耕二

記念講演

会長 竹村 英一

４０周年式典委員長 小山 實




