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国 際 ロータ リー

第 365区 ガバナー 今

Begin
and go on

at the Beginning,… ……

till you come to the]End;
Then Stop.

最初から始め よ

最後 まで進め

そ こで止れ  (不′思議の国のア リス より)

ガパーナ月信も前号をもつて一応終りました。

これは之の追報であります。これで先月の出席報

告をして私の義務を終ります。

巻頭のことばは最初 の号にかいた文の後さにで

す。遂に止まる時が来ました。前年度の会長幹事

さんに毎 日通信を書いて参 りましたが, これで終

ります。

今 この通信を送るに当り,私の念頭にあるもの

はた 感ゞ謝の一語であります。

会長,幹事諸君へ, 一年間の協力と御苦労に対

し。各クラブ役員委員へ,一年間のクラブの連

営と活動,ロ ータ リー精神の拡充について。

全会員諸君へ, 殊に公式訪間の際に示された美

しい友愛を心からなる御歓待に対して,終生忘

れ得ぬ経験でありました。

地区資金委員,ロ ータ リー奨学資金委員,ロ ータ

リー奨学生詮考委員へ, 地区のため重大な責務

を果されたことに対し。

大会準備委員及び和歌山R.C.諸君へ, 地区大

会を成功裏に終らしめられたことに対し,今年1

の大会はよかつたと方々で聞きました。

神戸東,武生,池田,宮津,田辺,豊岡,鳴門各

R.C.へ , ィンター・ンティー・ゼネラル・フ

ォーラムのホス トクラブとして御協力されたこ

とに対 し。

新クラブ結成のためのガバナー特別代表及びその

スポンナークラブヘ
,

れた御苦労に対 し。

クラブの結成を達成せら

地区内パス トガバナー諸君へ, 問題あるごとに

御指導を与へ,常に力強いバックとして御協力

と御奨励をを与へらたことに対し,イ ンター・

ンティー・ゼネラル・フオーラムや地区大会 ,

地区協議会には,い ろいろの役目を心よく引受

豊 岡 R.C.会
作花義一君による

けて下 さいました。殊に直前ガバナーには何度

電話をかけた ことで しよう。

西宮R.C.へ , 私がガバナーの大任を引受けた

のは西宮クラブの全面的に後援するとい う約束

を得たからで した。

果 して物心両方向にIつ て一年間を通 じその協

力を得 ましたっ内輪の ことの ようで あ り ま す

― ① ―



が,私は最後のこの機会にそれをいわずにおる

ことはできません。

殊に,一日講習会と地区協議会とは二つとも西

宮クラプにもち込みました,そ の全員挙つての

周到な準備のもとにそうことが出来ました。

又数名の中堅会員の方々が,交替で公式訪間に

同伴され,何かと御世話になつたことは,ロ ー

タ リーならでは出来ないことであつたと思いま

す。叉月報の印刷等についも御世話になりまし

た。厚 く感謝致します。

ロータ リアンではありませんが,西宮R.C.の

事務を手伝つて下さつていた浅尾氏の御協力は

一方ならぬものがありました。

ガバナー事務所の事務は,昨年私の大学を卒業

した一人の女性によつて万事能率的に忠実に遂

行されました。土肥節子きんです。私は全 く安

心して凡てをまかせられたことは誠に幸であつ

たと感謝しております。皆様からも大切にして

いただいてありがた く存じます。

まだまだ御礼を申し上げたいことは沢山ありま

すが凡ての方々に感謝しています。

要するに,ロ ータ リーの仕事は,お頼みすれば

快 く引受けられ,責任をもつて遂行せられるため

に,ガバナーの任務もつとまつたのだ と思 い ま

す。頼んではことわられ,た のんでまわるようだ

つたらとてもつとまりません。この精神に感謝し

ます。

O新旧ガ′ヽナー懇談会等

7日 1日 アメリカの国際協議会と大会から得ら

れた新ガバナーを迎へ,東京帝国ホテルで午后 1

時から3時半まで新旧ガバナーの懇談会があり,

旧ガバナーの経験を語り,新ガバナーの抱負をき

ヽました。新ガバナーは皆大変元気で,熟意をも

つて新年度に対処していられるのを見て心強 く存

じました。

それに先だち,午前10時 から12時 まで,新ガパ

ナー懇談会,及び,地区資金委員合同打合会,ロ

ータ リーの友専門委員会が開かれました。

午后 1時半から3時半まで,ロ ータ リーの友委

員会がありました。

Oロ ータリ…の友専門委員会新副委員長

平島健次郎君が,上記の副委員長に新任され,

今後文献の日本語訳に努力されることになりまし

スニ。

○峰山,和歌山東,豊中,有田,鴨島クラブ承認さる

峰山クラブ承認 1959年 6月 17日

チャーターメンパー  21名

会 長  堀  重雄

幹 事  桑村 二郎

例会場  和久伝旅館

例会 日  毎週水曜日 12:30～ 13:30

事務所  京都府中郡峰山町字呉服10

和久伝旅館内 (電話31番 )

和歌山東クラブ承認 1959年 6月 24日

チャーターメンバー  30名

会 長  荻野憲一郎

幹 事  薗村嘉八郎

例会場  経済センター

例会日  毎週木曜日 12:30～ 13:30

事務所  和歌山市西汀町 1

和歌山商工会議所内 (電話②llll)

豊中クラブ承認 1959年 6月 27日

チャーターメンパー  24名

会 長  南  広憲

幹 事  高木  清

例会場  豊中信用金庫

例会日  毎週火曜日

事務所  豊中市岡町

30-13:30

豊中信用金庫内 (電話5777番 )

有田クラブ承認 1959年 6月 30日

チャーターメンバー  27名

会 長  森川 仙太

幹 事  総田長兵衛

例会場  ○ 食堂  箕島駅前

例会 日  毎週月曜日 12:30～ 13

事務所  和歌山県有田市箕島101

キング除虫菊工業 (株)内

(箕島131)

鴨島クラブ承認 1959年 6月 30日

創立総会  1959年 6月 5日

特別代表  筒井 康二徳島 (Ro C。 )

チャーターメンバー  21名
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