
◇最終例会、おめでとうございます。

後藤 信博、橋本 隆、畑地 誠、片井 貢、

木村 壽一、小山 實、畔田 実、前田 吉彦、

丸山 勇人、森本 修至、中川 文恵、中嶋 伸和、

西谷 次彦、野村 憲司、沖 史郎、佐田 一三、

武田 静也、上原 俊宏、浦地 章、早稲田 清司、

渡口 眞二、山本 亘、吉本 正美

◇2014～2015年度 最終例会です。大変、お世話に

なりました。 谷中 順次郎、岡本 博

◇畑地さん、丸山さん、私の夫婦連れと、その他

10名余りで北海道へ行って来ました。食事もおい

しい、ビールもうまい。最高でした。 岩崎 泰人

◇先日、初孫が生まれました。笙真（しょうま）

絶対におじいちゃんとは言わせない！つもりです。

坂本 正人

◇今般、ラビーム白浜ゴルフクラブの新理事に就任

しました。坂本正人大先輩、ゴルフ同好会の皆さん、

ご指導の程、宜しくお願いします。 泉 房次朗

◇先日、和歌山市へ78才の加山雄三コンサートに

夫婦で行ってきました。観客の平均年齢70歳で、会

場は満席でした。加山雄三は休憩15分を交え、3時

間で45曲を唄い続け、観客は70歳を超えているのに

総立ちで手拍子を取るのには驚きました。和歌山の

老人は、めちゃ元気です。困ったことは、休憩時、

全員がトイレに走り、とんでもない行列ができた事

かな。とても、加山雄三の元気さに驚かされ、私も、

まだまだ、がんばろう！と思わされて帰宅しました。

北村 圭司

◇会長席のお花頂きます。 玉置 和男

■本日は2014～2015年度の最終例会です。

後ほどご挨拶いたしますので宜しくお願い致します。

■6月22日(月) ルミエール華月殿に於いて地区正常化

する会が開催されました。谷中会長、岡本幹事、沖

史郎君、武田静也君の4名で参加して参りました。

皆さんご苦労様でした。

■6月27日(土) スターゲイト関西エアポートに於いて

辻ガバナー事務所主催の「緊急地区クラブ会長会議」

が開催されます。岡本幹事と武田静也君に出席して

いただきます。ご苦労様ですが宜しくお願い致しま

す。

■メークアップ

◎6月22日 地区正常化委員会

岡本博君、沖史郎君、武田静也君、谷中順次郎君

■回覧

◎和歌山ＲＣより

元パストガバナー小中義美氏著書「これがロータリー」

◎和歌山城南ＲＣ 岡本浩様より

「御報告」「ＲＩ日本事務局よりの文書」

◎ガバナー事務所より

「次期の当地区に関する重要事態に関する資料配信の

お知らせ」

『ＲＩ黄其光（ゲイリー Ｃ.Ｋ.ホｱン）会長より豊澤

ガバナーエレクトに対する文書』 『豊澤ガバナー

エレクトよりＲＩ会長に対する回答文書』

「緊急地区クラブ会長会議開催の件」

（会議の趣旨・議題の明示しての再度の御案内）

◎次年度幹事 畔田 実 君

本日午後6時～、新年度の役員・委員長

によるクラブ協議会を開催いたします。

お忙しい中とは思いますが出席よろしく

お願いいたします。

“ 手に手つないで ”

中川文恵 君
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◎副会長挨拶

木村 壽一 君

クラブ奉仕(Ｂ)部門としての年度当初の目標は、和やか

に、楽しく、明るい、魅力のある クラブ作りに努める。

その目的に向かって1年間取り組んできました。

昔、“Ａ列車で行こう”というタイトルの曲がありまし

た。私達クラブ奉仕(Ｂ)部門は『Ａ列車』に対抗して

『Ｂ列車』で行こうと、1年前に私の心の中でスタート

しました。

『Ｂ列車』の先頭は何と言っても運転手のプログラム係

さんです。毎週毎週、次の行事を考えていただきました。

又、出席係さんは「当日の出席率 何％」と発表してく

れましたが、私なりに「今日の乗車率」と置き換えて、

いつも聞いていました。車内を楽しい旅へと案内する親

睦係さん。いつもクラブの和を第ーに考えてくれました。

最後に笛を吹く車掌係さん。皆様を安全に送り届けます。

それを記録するのが会報さんです。

この『Ｂ列車』は1年間、ノッチアクセルをマックスに

操作して走り続けてきました。間もなく、無事に終着駅

に到着します。

司会者役を一度7月30日に努めさせていただきました。

そばで聞く点鐘の響きには感激しました。

私自身は各委員長さん達に何のお力添えも出来ませんで

した。しかし、皆さんには心から感謝しております。

来期も当クラブの活性化と充実した一年となることを祈

念しております。

最後になりましたが、ピアノの古家先生は一年間皆出席

されました。例会日の時候に合わせた歌詞を準備してい

ただきました。ありがとうございます。

◎幹事挨拶

岡本 博 君

一年を振り返りまして。

先年7月1日より幹事を仰せつかりまして、本日、最終例

会。

何事もなく、無事ここに立たせていただきましたことに

御礼申し上げます。これも、ひとえに会員の皆様のご協

力の賜物と感謝いたしております。

ありがとうございました。

思い起こせば、2年前、毎日のように「MM屋」に連れて

いかれ、酒を飲まされては何も反論できない状態にされ、

そして本日まで会長の意のなすままに、一年間、幹事職

を遂行してまいりました。

ある時は右から左へ、ある時は下から上へと会長のお言

葉を振られ振られて、日々、雑務を処理してまいりまし

た。おかげさまで色々なことを勉強させていただき、会

長の一言が、足りない私をここまで育てていただきまし

た。感謝申し上げます。

さて、会員の皆様には本年度は各委員会、委員不足で始

まり人事不手際がありましたことお詫び申し上げます。

しかしながら有能な会員の皆様に助けられ、この一年を

終えることができました。

そして、今年度も、昨年から引き続きJCとの交流が深め

られ、JC50周年事業にも参画できました。玉置会員あり

がとうございました。

2640地区問題には武田会員、沖会員にはご足労をいただ

き、地区情報を提供いただきました。いまだ問題は継続

しておりますが、これからも情報発信を継続よろしくお

願いします。

地区問題もさることながら、今年度は田辺はまゆうRCと

の合同例会が開催され、そして、紀の国わかやま国体が

開催される三四六総合運動公園に合同で時計台を寄贈す

ることができました。

このように私たちクラブがしっかりと運営をすれば、よ

い活動ができることを確信した次第です。

本年は楠本会員の別れ、そして小倉名誉会員との別れが

ありました。「出会いは別れの始まり」といいますが、

「別れは出会いの始まり」でもあります。

今期には那須さん、千ノ本さん、猪野さんとあたらしく

出会いが始まりました。この出会いを大切にし、次年度

へと渡していきたいと思います。

何分にも至らぬことが多く、会員の皆様にはご迷惑をお

かけいたしましたが、これを機会に更なる努力をしたい

と思います。

一年間、本当にありがとうございました。

◎会長挨拶

第41代会長 谷中順次郎

こうして最終例会を迎えられますことを会員の皆様に深

く感謝申し上げます。

２週間にわたり委員会活動報告をして頂きましたが、各

委員会ではこれを遂行するにあたり、御尽力を頂いたこ
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最終例会挨拶



とに心よりお礼申し上げます。改めてお名前をあげて

それぞれの功績をお伝えしたいのですが、ここでは割

愛させて頂きます。

さて、混迷する地区問題はまだまだ長引きそうですが、

この様な状況の中で当クラブは会員相互の理解と意志

の疎通により大過なくこの日を迎えることができまし

たことは大きな喜びであります。当クラブは諸先輩方

が築いてこられた４０年という歴史と風通しのよいコ

ミュニケーションの活発な特有の気風があります。変

わる事なく持ち続けてほしいと思います。

それではこの一年を振り返ってみたいと思います。

方針としました地域社会に根ざした奉仕活動をし「地

域の宝」を見つめ直して次世代に繋ぐ活動をできれば

と考えていたところ、公益社団法人 白浜・田辺青年会

議所の創立５０周年を記念しての「紀南！魅力！新発

見！」という事業の趣旨が当クラブと志が同じであっ

たために、その事業に共賛させて頂きました。

当日は天候もよく多くの子供達の参加があり、大成功

でありました。

又、公益社団法人 白浜・田辺青年会議所様とは昨年、

当クラブの創立４０周年記念事業で「未来を担う子供

達のために」というテーマで共催し多くの子供達に地

域の魅力を感じてもらったところです。

この２つの事業を通して現在は当クラブとの交流が出

来ております。これには先を見すえた玉置会員、武田

会員の御尽力があっての事と感謝申し上げます。

次に重点項目とした新会員の増強につきまして、３名

に御入会をして頂きました。会員の相互の親睦と魅力

ある例会の運営については出席率９３％以上、ニコニ

コが１８０万以上の達成の報告がありましたが、これ

は会員の御協力と御理解のお陰と改めて感謝申し上げ

ます。

それでは、会長の責務としてたずさわった事柄を順に

御報告致します。

平成26年

7月 1日 楠本正明会員の告別式に参列。

7月 3日 クラブ創立40周年記念事業に講演して頂い

た内山りゅう氏の写真集を近隣５つの図書館

に寄贈。

7月 6日 （公社）日本青年会議所近畿地区協議会主

催の近畿地区大会の白浜大会、田辺大会式典

に出席。

7月14日 上富田町青少年育成町民会議主催の福島県

児童招待事業に支援金を上富田町に贈呈。

9月 3日 丸山博之会員の国土交通大臣表彰の祝賀会

をホテルハナヨで盛大に開催。

9月 6日 本宮大社の瑞鳳殿の完成式に出席。

10月 4日 弁慶祭りに協賛して闘鶏神社にて餅まきを

しました。その夜に「花火を見る会」を栗山

会員の別宅で行われました。

10月14日 田辺はまゆうRCと合同例会をホテルハナヨ

で行い、米山奨学生の歓迎会を開催しました。

10月17日 ロータリー退会者に記念品と感謝状をお届

けしました。

10月22日 国際ロータリー第2640地区ガバナー補佐

谷脇良樹氏をお迎えしてクラブ協議会を開催。

10月25日～26日地区大会開催。（地区大会選挙人会議

に沖会員、武田会員出席）

11月 5日 国際ロータリー第2640地区 辻秀和ガバナー

の公式訪問。

12月 2日 田辺市教育委員会に物品を寄贈。小山 前財

団委員長が地区へ補助金を申請したところ認

められたものです。森本 前副委員長と、前田

現財団委員長と共にお世話をして頂いた。

平成27年

1月 7日 新年家族会がホテルハナヨで盛大に行われ

ました。

3月26日 第10回田辺東ロータリーカップジュニア大

会をラビーム白浜ゴルフクラブで開催されま

した。（小・中・高 合せて21名の参加）

4月26日（公社）白浜・田辺青年会議所創立50周年記

念事業「紀南！魅力！新発見！」に共賛参加。

5月 2日 田辺市合併10周年記念式典が文化会館で開

催・出席。

5月16日 田辺市へ時計塔を田辺はまゆうＲＣと合同

で寄贈。

田辺スポーツパークにて田辺市長と共に除幕

式を行った。

6月 2日 小倉貞三名誉会員の告別式に参列。弔辞を

お供えさて頂きました。

その他、地区問題で会議の為に大阪会場や和歌山会場

へ10回近く出席しました。

個人的には初体験も含めて貴重な勉強をさせて頂きま

した。会員の方々には色々と相談に乗って頂き助かり

ました。その都度あたたかい心に触れさせていただき

ました。本当にありがとうございました。

特に、岡本幹事には先程の行事などにはいつも寄り添っ

て、アドバイスをしてくれました。よくもまあ懲りず

に辛抱強く1年間付き合ってくれたと思います。

心より感謝申し上げます。

木村副会長には、言葉少ない中にも的確な助言をして

頂きあたたかく見守って頂きました。

事務局の木村さん、遅くまで事務処理等、御苦労様で

した。いろいろお世話になりました。

古家先生には毎週、時節に応じた歌を選んで頂き、楽

しく歌わせて頂きました。

会員の皆様に、そして田辺東ロータリークラブにお礼

と感謝を申し上げて挨拶と致します。

1年間本当にありがとうございました。

http://tanabe-east-rc.com/
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Ａｆｔｅｒ 2015-16 ⇔ 2014-15 Ｂｅｆｏｒｅ

2015-16年度会長仰せつかり…
皆、楽しく和気あいあいと

うれしく思います。
やれ！終わった終わった～

今年度、よろしゅうに～ ま～今年は、よ～呑んだ～

今日はこれから仕事、記憶喪失に

はなれん！ そや、頑張りよし！

磯間の祭りの話でもしてるのかな～

亀踊り知ってるか～？

さすがに眼光鋭さは酒の力には勝てん

佐田：田辺東ＲＣの東の意味は…

前田・千ノ本；はいはい。

佐田：東のほうから来たクラブで…

前田・千ノ本：はぁ～…

＝新旧役員入れ替わり懇親会＝
2015.6.24 by asibe


