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会長 細川幸三 君 

 

今日、初めて鐘を鳴らしましたが、微妙に難しいですね！ 

強すぎず、弱すぎず・・ころ良い音量を出すには時間がかかり

そうです。前年度 会長の龍田君、幹事の小池君、一年間大

変ご苦労様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

クラブ内の問 

題を昨年度中に解決 

整理するとの意気込みで取組 

んで頂いた事には、改めて感謝を申し上げたいと思います。 

本日お越しの、御坊クラブ野村会長．小柳幹事 南クラブ柿

木会長．天倉幹事、後ほど挨拶の方よろしく御願いします。 

さて会長告知っとなりますが！ 

「告知とは告げ知らせる事」となっています。告げ知らせる・・・

何か結果が出ているような話であれば告知でも良いと思います

が！ おそらく英語を訳すると告知になるのでしょうね！ 

まあそれはさておき、今年一年間の告知を考えるのは大変

だな～と思っていますが、肩に力をいれず、気楽に行きたいと

思います。 

後ほど会長の挨拶もありますので告知初日はこれくらいで終

わらせて頂きます。 

 

 「新年度 3RC 会長幹事挨拶」 

御坊 RC 会長 野村義夫 君 

今晩は。ただいま紹介に預かりました御坊RC第60代会長

を拝命致しました、野村でございます。一年間どうぞ宜しくお

願い致します。 

東クラブの皆さんとは私も時々お邪魔にあがり、いつも親し

くお付き合い頂きましてこの場をおかりして厚く御礼申し上

げます。御坊 RC は、1954 年私は 1953 年生まれで昭和で

言いますと 28 年、28 年の水害を私ははっきり覚えていると

申し上げたいところですが、私は 1 月生まれで御坊の水害

が 7 月 18 ですからちょうど半年ということで実際のところ全く

記憶がございません。ただ、親によく「お前が生まれた時は

ここまで水がきたんだぞ」とその当時の事を聞かされました。

ちなみに私の家では座敷のなげしのところまで水がきたそう

です。そして、1954 年御坊 RC が誕生しました。正確に申し

ますと、来年の 2 月に満 60 才を迎えることになります。向こう

一年間、私どもも 60 周年記念事業をこれから御坊 RC にふ

さわしい 60 周年の記念事業を私の年度に開催したいと思い

ますので、近隣の南クラブの皆さん、東クラブの皆さん、

共々祝して頂けたらなと思います。どうぞ宜しくお願い致しま

す。 

そして、東クラブの細川会長、南クラブの柿木会長とは今

までになく地区の問題もありまして新年度が始まる前から3ク

ラブが常に連絡をとりあっています。そういうことで、今日から

新年度、今年一年間宜しくお願い致します。ありがとうござ

いました。 

 

御坊 RC 幹事 小柳義也 君 

皆さん今晩は。御坊 RC 

本年度幹事をさせて頂きま 

す、小柳義也と申します。 

私は、性格的には比較 

的明るくてざっくばらんで 

いい所もあるんですが、 

何か細かいことをコチコチ 

やるという幹事的な仕事が 

非常に苦手でありまして、 

おそらく自分には幹事なんて回ってこないと思っていましたが、

野村会長から「お前しかいない」と言われまして、内心「俺にや

らしたら知らんで」と思いながら受けさせて頂きました。 

去年の暮れから幹事の仕事をやっていますと今までのように

だいたいではすまないなと、やっぱりキチキチト先を見ながらど

うなったときにはこうせなあかんとか、いろんなことを考えながら

いい勉強をさせて頂いています。まだ始まったばかりですが、 

本日のプログラム 



 

すでに半年程幹事としての立場でいろんなことを勉強させ

て頂きました。今年一年間いい勉強をさせてもらおうと思って

いますので、皆さんご協力宜しくお願い致します。 

そして会長もおっしゃっていました 60 周年事業もう一つ大き 

な荷物を神様から背負わされて、もういい年をしているのだか

らぼちぼち落ち着いて勉強せえよということでやらされている

んだなと感じております。 

何卒宜しくお願い致します。ありがとうございました。 

 

御坊南 RC 会長 柿木宏充 君 

皆さん今晩は。今年度、御坊南 RC の会長を務めさせて頂き

ます、柿木でございます。どうか宜しくお願い致します。 

私は今年度後期高齢者になりまして、野村会長が数字のこと

をいわれていまし 

たが西暦で言いま 

すと 1938 年の生 

まれです。 

2640 地区で一番 

古い和歌山クラブが 

昭和 12 年にできま 

して、私が生まれる 

前にできていました。 

そしていつもこちらにお邪魔したときに思うのですけれど、や

はり皆さん若い働き盛りの方が多いと感じます。そして、IT 関

係に強い方が何人もおられるということが非常に羨ましく思い

ます。今年度の南クラブは内向きというか自分たちのクラブの

充実をはかっていきたいと思っています。 

そして、初めて女性幹事が誕生しました。大変強気なやる気

満々の女性でございます。宜しくお願い致します。来年の新年

合同例会はうちが担当になっていますので、ご協力宜しくお願

いします。 

先程、野村会長もおっしゃっていましたが、3 クラブはそれぞ

れ歴史があって、独自の立場ですが協調できるところはお互

い協調してまいりたいと思いますのでどうか今年一年宜しくお

願い致します。 

 

御坊南 RC 幹事 天倉利美 君 

皆様今晩は。御坊南 RC の幹事を務めさせて頂きます、天倉

利美と申します。どうぞ、

宜しくお願い致します。  

ロータリーに入っ

てまだ年数もたっ

ていませんが、柿

木会長のもとで幹 

事をさせていただく

ことで色々学ばせて頂 

きたいと思っています。 

御坊東 RC の皆様、今年一年ご支援、ご協力宜しくお願い致

します。 

 

会長 細川幸三 君 

いよいよロータリーの新年度が始まりました。 

クラブ会長との大役を担ってこれからの一年間スタートを切ら

せて頂く訳ですが、私自身初めての経験ですし、過去の会長

方を見ますと、やはり幹事がキーマンになるのではないでしょう

か。 

私と幹事は同級生でもあり、クラブ以外の仕事上の付き合い

もありますので、お互いものは言い易いと思っていますし、稲

垣幹事を全面的に信頼しています。 

去年までは、色々とありましたが、今年度は持てる力を出して

頑張ってくれると確信しています。また、皆様方の御協力なくし

てはクラブは成り立ちませんので、皆様にはロータリー奉仕の

精神をフルに発揮して頂き、私の目標でもあります、「ゆるやか

なクラブ発展を目指し多様性を持とう」つながればと思ってい

ます。 

多様性とは何か？生態学における多様性は？維持するた

めには多様性そのものが必要であると考えられる。また環境に

適応する面からも、画一的な生物群よりも多様性を持った生物

群の方が生き残りやすいと考えられ。環境に変化が起きたとき、

画一的なものは適応できるかできないかの二択であるが、多

様なものはどれかが適応し生き残る為の選択肢が多いからで

ある。 

社会学のうえでの多様性は社会の変化と発展に、欠く事の

出来ない要素。歴史上の現象を紐解けば、交通の発達や何

等かの要因によって、様々な思想・宗教・哲学・民族・人種が

入り乱れて存在した地域には、必ずと言って良い程の社会的

な変革が発生している。 

しかしこれらは単純に混じれば良いかというとそうではなく、

各々の民族が確固たるアイデンティティを維持しながら相互に

尊重する事で、最大の変化を促す傾向が歴史上の現象に見

て取れる。 

個人としての多様性が集団の経験値を総合的に高める傾

向も見て取れる。同種同列の集団に在っては、個人が個人で

ある理由が失われるが、各々がそれぞれに必要とされる社会

では、個人は個人として尊重され、同時に他を尊重する。 

これらの事から 

もロータリーは本来 

多様性を十二分に 

持ち合わせ発展し 

てきたとおもわれ 

ます。しかし、現在 

のＲＣは個々の我 

がままな考えで他 

を受け入れない傾 

向が、無意識の内に表れているのでは、と考えられます。その

結果、会員間の不仲．退会．会員減少に繋がっているような気

がします。 クラブの多様性を高め会員増強を図り次年度、

次々年度へとクラブの発展に繋がって行く道筋改革を行なっ

て行きたいと思います。 

最後になりましたが、本日お越しの御坊クラブ野村会長・小

柳幹事、南クラブ柿木会長・天倉幹事にも小さな我がクラブに

御指導、御協力をいただきこれからの一年間を皆様と共に頑

張って参りたいと思います。 

大変、生意気な挨拶で失礼いたしましたが、今年度当クラ

ブ会長としての挨拶とさせて頂きます。 

本日はどうもありがとうございました。 

 

幹事 稲垣 崇 君 

今年度、細川会長よりご指名 

を頂き幹事を務めさせて頂く 

ことになりました、稲垣崇です 

誠にありがたいと思っております。  

細川会長も僕に幹事なんかよう 

指名したなと思います。出航する前から沈んでしまいそうな感

じでありますが、僕にできることは「会長の邪魔をしない」これが

第一だと思っています。 

会長の後ろでとにかく目立たないように着いて行きたいと思

っています。事務的なことを本来幹事がしなければいけないと

御坊クラブの小柳君が言っていましたが、多分僕はできないと

思います。細川会長も期待していないと思いますがうちのクラ 



 

64.3% 71.4%

0 78.6%11名

会員数 欠席者 免除会員 出席率出席者

⇒6月21日 の修正出席率

14名 3名

ブは少人数で皆んな和気藹々とやっていますので、そんなこ

とも必要ないかなと、自由にやらせて頂きますので、皆さんご

了承の方宜しくお願い致します。 

 

 

  幹事 稲垣 崇 君 

○前年度・今年度理事会決定報告 

＊定款第 6 条による例会の取り消しを 8 月 14 日としました。 

＊地区への負担金の支払いを当分見合わす。 

＊例年・前年度同様に日高郡市内の小学生にハガキを配布

する。（ハガキについては事務局にきていますので各担当

者は配布を宜しくお願いします。） 

○ガバナー事務所の開設のお知らせがきています。 

○ロータリーレート 2013 年 7 月 1 ドル＝99 円 

○堺西ＲＣが 6 月 20 日付にてＲ1 を脱退しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SAA  白井 勇 君 

◇御坊ＲＣ会長 野村義夫 君 一年間宜しくお願いします。 

◇御坊ＲＣ幹事 小柳義也 君  本年度、御坊ＲＣ幹事をさ

せて頂きます。一年間宜しくお願いします。 

◇御坊南ＲＣ会長 柿木宏充 君 本年宜しくお願いします。 

◇御坊南ＲＣ幹事 天倉利美 君 御坊南ＲＣの幹事として、

一年間宜しくお願い申し上げます。 

◇細川幸三 君 今年度一年間皆様ヨロシク御願い申し上げ

ます。 

◇稲垣 崇 君 欠席しないように一年間頑張りますので、皆さ

ん応援宜しく御願いします。 

◇龍田安廣 君 細川会長、稲垣幹事、年度を祝して!! 

◇尾崎達哉 君 細川丸の船出です。皆で盛り上げよう!! 

◇小林隆弘 君 本年度、初例会祝して。会長、宜しくお願い

します。 

◇雑賀鈴夫 君 細川さん、稲垣さん、頑張って下さい。 

◇栗林久一 君 細川年度を祝して！ 

◇白井 勇 君 細川年度、初例会を祝して。 

 

 

  出席委員会 雑賀鈴夫 君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

幹 事 報 告 

出 席 報 告 

ニ コ ニ コ 箱 

次回例会のご案内 
 

★7/17 例会は  

各、委員長 新年度の抱負 


