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LET'S TAKE A NEW LOOK! もう一度見直そう．／
Roy D. Hickman ロイ D.ヒックマン R.I．会長
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第 14信 昭和48年 6月30日 ガバナ一月信 No.14 June 30. 1973 

退任の 一、`
し—•

私は 1 ケ年の任期が満了する今日— 6 月 30

日一一ー現職のガバナーを辞することになりまし

た。

顧れば、私のロータ リーの知識と経験は正直

に云って頗る貧しいものでありました。若し私

が大過なくこの一年を送ることが出来たとすれ

ば、それは皆さんの寛容と温かい思い遣りのお

蔭であって、本当に有り難いことと感謝せずに

はいられません。

ガバナーの任務や活動は極めて多様であり 、

且つ多忙であります。到底ガバナー個人の力の

及ぶところではありません。パス ト・ ガバナー

や、地区の各委員長、並に委員の方々の深いこゞ

理解とこ‘協力と而してこ‘鞭撻がなくては責任が

果たせなかったと思います。これらの方々に改

めて心からお礼を申し上げます。

次に公式訪問や、地区大会や、フォーラム、其

の他に於て、私に賜わった皆様の温かいと友誼

と、 「共に前進しょう 」 としてお示下されたこゞ

熱清に対し、クラブ会長や リーダーの方々を始

挨拶

ガバナー 大谷 一 雄

め全ロータリアンの方々に、心からなる敬意と

感謝を捧げます。

私はこの一年ロータリーを通じて沢山の友人

知己を得ましたことをこの上ない仕合せと考え

ております。而してこの友情の絆がガバナーを

辞めても永く続くことを衷心願っております。

本年のR.I．会長ロイ D.ヒックマン氏は Let's

take a New Look / と言うタ ーゲットを我

々に与えられました。私はこの一年間ほど、皆

様がこのターゲッ トに応えられ、ロータリーの

原点というべきロータリーの綱領について常に

考え、反省を深められた時はないのではないか

と思います。このことは公式訪問の際にうかが

ったクラブの奉仕活動や熱心な討論の上から、

十二分に察知出来るのであります。而して地区

大会やフォラム等についても同様なことが言え

ます。

今、ガバナーを辞める私の脳裡には、公式訪

問其他で受けたなっかしい印象が走馬燈の如く

馳けめぐっています。私は各ク ラブから貴重な

- 1 -



奉仕活動の計画や実例を拝聴しま した。併しそ

れらをここに一々列挙することは残念ながら事

実不可能であります。というのは、それらの奉

仕活動は原則として個人によって行われ、クラ

ブとして行われる場合でもそのクラブの自主的

な独自的な立場か ら行われることが多く 、又そ

の数が余りにも多 いか らであります。

唯、幸に地区として行ったか、地区内に共通

するものとして展望出来る奉仕活動がありま

す。私は今や現職を去らんとするに当って、皆

さんが為し遂げた この素晴らしい業績を回顧 し

皆さんの絶大な こ‘奉仕とこ‘厚誼に報いたいと存

じます。

最後に一筆。

ガバナー事務所の 2人の女性にも心からお礼を

申しあげます。 (6月30日記）

1972-73年度業績報告

1. 地区 ロータリアン数

純増 345名 年度末会員総数 4,071名

(9. 2％増）

2. 地区 R.C．数

増加 6R.C. 年度末 67R.C. 

3. 新ク ラブ認証

• 6R.C．全部認証済。（但し認証状伝達式を

取り行っ たクラブは 3R.C.)

• 第361地区熊野市に当地区新宮 R.C ． がス

ポンサークラブとして 熊野 R.C.を結成、

6月30日R.I．に正式加盟、尚、特別代表は

辻本寛三君（新宮R.C.)

4. 地区出席率

95, 67¾ 

5, 主要行事

（イ） 年次大会

3月 3日（土） ．4日（日）ホスト：大

阪西R.C.

於 ：大阪国際フェスティバルホール

第 1日目 出席者 2,096名

第 2日目 出席者 750名

（口） 地区協議会

6. 

7. 

6月 2日（土） • 3日（日）ホス ト：高槻R.C.

於 ：新大阪ホテル

第 1日目参加者 次期ク ラブ会長 ・幹事

第 2日目参加者 次期ク ラブ会長・幹事、

クラブ奉仕、職業奉仕、

国際奉仕、社会奉仕

各次期理事

り合同地区委員会

第 1回 7月8日（土）於 ：新大阪ホ テル

第 2回 3月31日（土）於 ： II

（出席者 地区委員）

（二） I.C.G.F.

第 1組 8月5日（土）ホス ト： 白浜R.C.

参加者 172名 計 5R.C.

第 2組 8月19日（土）

ホスト：和歌山東R.C.

参加者 287名 計 8R.C.

第 3組 9月 2日 （土）

ホスト：泉大津R.C.

参加者 238名 計 7R.C.

第 4組 9月16日（土）ホス ト： 堺南R.C.

参加者 219名 計 9R.C.

第 5組 10月14日（土）

ホスト：東大阪R.C.

参加者 233名 計 9R.C.

第 6組 10月 7日（土）

ホスト ：大阪北R.C.

参加者 253名 計 lOR.C.

第 7組 10月28日（土）

ホス ト：河内長野R.C

参加者 165名 計 7R.C.

第 8組 11月11日（土）

ホスト：大阪淀川R.C.

参加者 140名 計 6R.C.

ローザンヌ大会

5月12日～ 5月28日

参加者全国 4,103名 当地区不詳

世界社会奉仕

グループ別 5件総額 3,554,600円

単独実施 5件 総 額 830,850円

合計 10件総額 4,385,450円

8. 海外R.C.との交流

別紙調査表の通り。
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