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o Final Greetings.

(任期を終 りて)

会長,幹事諸君 お互の任務 も, いよいよ

今日限 りで 終ることに なりました。 この

1カ年の お骨折 りに対 して心から感謝いたし

ます。 ご感想は如何ですか, この 1年間を

振 り返 って見ますと,皆様 と一緒にただ一筋

に PresidentンIcLaughlin's goal ンこFlっ

て猛進 した効があって,

第 1に ,Expandにおいては, この小さい

14,380平方哩の 2府 4県の 地域内に17の 新

クラづが誕生 し, なお目下胎動中の 1クラづを

合わせますと, 18クラづと 6C18名 の 新会員が

カロわったことになり,年度の初めの44クラづ,

会員数2,030名 に比べます とクラづ数は 40%,

会員数は30%の増カロを示 してお ります。

第 2に ,出席率は ロータリー活動の パ0メ ーター

と申しますが, 確かに 皆様の地区 365区は

期初の 7月 の平均出席率が 95.22%, 9月

95.17%と 95%前後を往来 して, 日本におけ

る 7地区中最高を記録 してお ります。恐 らく

世界第 1の レコードホルダーではないかと思いま

す。

第 3に , Expressに しても,昨年の大津

大会においては地区内からの出席参会者 950

名, 1日 研究会,地区協議会, 4回 の ィンター

シティービネラル, フオーラムにおいても 何れも全

クラづ出席という好成績で ``You are Rotary''

はクラづの隅々にまで滲透したと思います。

第 4に ,日 ―タリーの将来の 投資については

地区財団委員 中村文夫さんの ご努力により

まして,llL区 から 5,llllllドルの個人寄附がR.

I.に贈られることになりました。 これも日

本の地区としては最初のことではないか と思

います。

数えあげますと皆様の功績は数限 りないこと

でありますが, 会長 幹事が 今年程 0-タリー

を勉強され,且つ奉仕活動を推進されたこと



は珍らしいのではないでしょうか。

東京大会を採 って見ても,協力委員会,職業

別協議会の議長,副議長,SAA,副 SAA

の奉仕,さ らに全会員の協力資金醸出,海外

ロータリアン の地区内観光に 対する奉仕など,

考えれば考える程,ただただ感謝あるのみで

あ ります。

ここに重ねて, 会長 幹事諸君に 1年間の

ご協力と ご苦労 とに対 し, クラづ役員 委員

諸君に 1年間の活発なるクラづ運営と活動とに

対 し, 新クラづ結成に ご尽力下さった ガバす一

特別代表諸君, 並びに 各 スポンサークラづ に対

し, D―タリーの 友委員,地区資金委員,地区

財団委員, o―タリー文献委員に 対 し, 更に

地区大会を準備されました大津クラづの諸君 ,

イν夕‐シテイー, ぜネラル, フオーラムのホストを勤め

られた舞鶴,敦賀,大阪東,及び海南クラづの

諸君に,殊に私の大任が無事に滞 りなく完了

するよう 全面的な支援を続けて頂いた ホーム

クラづ大阪クラづに, 最後に 地区内外の パスト

ガバす一諸君より ご指導と 力強い ご協力とを

与えられた ことに対 して, 深 く感謝いたし

ます。

O COulSe10r for 1961‐62R.I。

(明年度のカゥンtラーに)

漸 く任務が終 りに近づいたと思ったとたん

に,5月 31日 附R,I.か らの手紙で,1961-

62年の Rotary lnforrnation and Exten‐

sionの Counselorを依頼するとの通知が参

りました。先輩にも相談 しお引受けすること

にいたしました。そのため 7月 3, 4, 5の

3日 間香港で開かれる協議会に出席 し, 7月

7日 には大阪に帰著する予定にいたしてお り

ます。

O Charter PresentatiOn

(チ十一ター位ミi奎ゴこ)

I. Shirahama and Nachikatsuura R.C.

南紀温泉郷の自浜クラづと那智勝浦クラづとが合

同で,6月 23日 (金 )チャーター伝達式を自浜観光

会館において盛大に挙行されました。参会者

は小野和歌山県知事代理の副知事 大橋正雄

氏を初め 350余名でいとも厳かに,ま た極め

て時間的に Rotaryら しい スカット した好い

伝達式でありました。中でも副知事と,新宮

市長及び 白浜町長と御 3名 の 祝詞は何れも

心から Rotaryを迎える 真情流露のもので

あった。 式は型の如 く 12時30分から始まり

13時30分 予定通 り終 り,それからバスを連ね

て約 2時間にわたり, 黒潮唸る 風光明媚な

湯崎,平草原, 臨海浦を廻 り, 京都大学の

南洋植物園を見て,更に水族館で色々と珍 ら

しい南海の魚族を観賞 して宴会場たる古賀乃

井旅館の 400畳敷の大広間に落つき,やがて

純 日本式の 高足膳を用いた 丁重なる祝宴が

催された。その間余興としては勝浦の櫂踊 ,

自浜の民謡踊など数々の郷土芸術を拝見 し,

日―タリー 気分を 十三分に満喫 し, その上に

郷上名産の真珠入 りのネクタィビンをおみやげに

頂戴 して散会 した。

翌 日の観光は当日の チ十一ターすイトの続きと

して,那智勝浦クラづが苦心の豪華な観光版で

あったが 生1曽 の雨に崇 られたが, それでも

那智山,那智の滝,新宮の熊野大社,瀞八丁

などを取入れた観光づランを実行されたわけで

あるが,私は都合で失ネしいたしましたが,参

力Πされた方々は定めし何時までも残る楽 しい

印象をお持ち帰 りになったことと存 じます。

1 9クラづ合同のチ十一ター伝達式

6月 25日 (日 )殆んど 時を同うして R.I.

より承認を得ました大阪府下の泉佐野,大阪

淀川,枚方,大阪佳吉, 堺南, 河内長野 ,

守 口, 八尾の 8クラづと 大和高田の 9つの
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