
（敬称略）

◇委員会活動計画発表、宜しくお願いします。

愛須、榎本、橋本、平野、片井、木村、楠本

森本、中嶋、岡本、武田、竹村、谷中、上原

山本、宇都、小山

◇SAAのお手伝い有難うございました。

後藤、坂本、佐田

◇ヘルニアのため、1ヶ月休会します。 小倉

◇平野様、先日地区協議会に出席して頂き助かり

ました。ありがとうございました。 坂本

◇体重計、計れるかしら。。。 中川

◇初例会欠席お詫び。 平尾

◇7月3日、鮎掛けに出掛けました。5時間で35匹!！

私はやっぱり上手でした。 丸山勇

◇こいで終わりやでえ。 安井

◇今年度の会費納入、お願いします。 丸山博

◇任せて下さい。 佐田

◇この度みなべ町から田辺市上屋敷に事務所を移

転致しました。

今後とも宜しくお願い致します。 前田

◇会長席のお花頂きます。 吉田

■本日のプログラムは2011-2012年度委員会活動計画の

発表です。

担当の委員長の皆さま、宜しくお願い致します。

■7月10日(日)地区協議会に出席して参りました。

■本日例会終了後、理事会を開催致します。

役員・理事の方はお残り下さい。
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2011年 7月13日（水）

会員数 義務免除 欠席者数 本日出席率

49名 2名 11名 76.6％

6月29日 修正出席率 90％

会長報告

司会者

唱 歌

上原 俊宏会長
出席報告

" うみ ” 丸山 勇人

http://tanabe-east-rc.com/

田辺東ロータリークラブ週報

メーキャップ

6月の平均出席率 84.48％
リーガロイヤルホテル堺 地区協議会 7月10日(日)

上原 俊宏君、佐田 一三君、中嶋 伸和君

武田 静也君、畔田 実君、竹村 英一君

平野 好史君、泉 房次朗君、玉置 和男君

栗山 侑三君、谷峯 正美君

あしべ様にて新旧合同クラブ協議会 6月29日(水)

全35名

【 会長挨拶 】

百花繚乱の季節を過ぎ、季節は新緑を過ぎる候となっ

てきた。通常落ち葉は晩秋、太陽の光が少なくなり葉

も痛みが多くなり、葉緑素がデンプンを製造ずる能力

も落ちてくると、部分的にオーキシンが増加してくる。

結果落葉して初春に発芽する環境を守るようになる。

その頃になると、根からの水分供給が途切れることに

より葉緑素が分解して緑の色素が消えると、葉身に十

分に蓄えられていたカロチノイドやアントシアン等の

色素が発色する。秋の紅葉である。

しかし、落葉は秋だけではない。夏の盛りにも落葉は

生じる。ただしカロチノイドなどの色素が不十分なた

め、落葉は発色しない。かといって病葉でもない。作

りすぎた葉をアポトーシスとして落葉にしていると言

えよう。これも落葉帰根といえる。

少年老いやすく学なりがたし 少年易老学難成

一寸の光陰軽んずべからず 一寸光陰不可軽

未だ覚めず池塘春草の夢 未覚池塘春草夢



■例会日時変更

◎和歌山北RC

8月1日（月）→ 8月4日（木）18：30～

ホテルグランヴィア和歌山(和歌山東RCとの合同例会）

8月15日（月）→休会

■メークアップ

6月29日(水) あしべ様にて

新旧合同クラブ協議会への出席者 35名

7月10日(日) リーガロイヤルホテル堺

地区協議会出席者 11名

■回覧

・週報「粉河RC」「有田RC」

・英語版ロータリアン7月号

・ハイライトよねやま136号

■連絡

・次回21日も委員会活動計画発表となります。

各委員長さんは宜しくお願い致します。

・本日配布しております「概況報告及び各委員会活動

計画書」製作に武田静也君、製本に上原会長、中嶋

副会長、佐田幹事、谷中順次 郎君、岡本博君で行

いました。

■坂本 正人君

今年度も米山奨学委員会の学友

会地区委員を仰せつかりました。

広く浅く暴れたいと思っており

ます。

宜しくお願い申し上げます。

■プログラム委員会

岡本 博君

7月27日、ご講演頂きます「樹

木医」桝本幸雄様への質問や相

談事を受け付けておりますので

ご協力お願いします。

■前出席委員会 吉田 和枝君

2010-2011年 皆出席者

３６年 内芝 殷典 君

３１年 谷峯 正美 君

２６年 丸山 博之 君

１７年 竹村 英一 君

１６年 上原 俊宏 君

１５年 橋本 隆 君

１２年 泉 房次朗 君

１１年 楠本 正明 君

１０年 武田 静也 君

平野 好史君、片井 貢君、木村 壽一君、

森本 修至君、中川 文恵君、西谷 次彦君、

隠岐 和彦君、佐田 一三君、坂本 正人君、

谷中 順次郎君、浦地 章君、山本 亘君、

吉本 正美君

以上 ２２名 です。

記念品としてヘルスメーターが贈られました。

●谷峯 正美君 ●丸山 博之君

●竹村 英一君 ●上原 俊宏君

●橋本 隆君 ●楠本 正明君

●武田 静也君 ●平野 好史君

●片井 貢君 ●木村 壽一君

●森本 修至君 ●中川 文恵君

http://tanabe-east-rc.com/

委員会報告

幹事報告

皆勤会員表彰



●西谷 次彦 君 ●佐田 一三君

●坂本 正人君 ●谷中 順次郎君

●浦地 章君 ●山本 亘君

【 委員会活動計画発表 前半 】
■SAA 後藤 信博君

１．秩序正しく、気品のある

例会が円滑に進行することに

努める。

２．ゲストの方には敬意を表

明し、卓話をして頂く場合、

時間配分に失礼のないように努める。

３．ヴィジターで来られた方々には、好印象を持って

頂けるように努める。

４．会員相互の理解を深めるように配慮する。

■クラブ奉仕A部門 橋本 隆君

１．クラブ奉仕Ａ部門各委員会

の連携を密にしながら運営して

いく。

２．会員増強と退会防止に努

める。

■会員増強委員会 渡口 眞二君

１．純増２名を目標とします。

２．各委員会で会員推薦カー

ド を１枚以上提出してもらう。

■国際奉仕委員会 竹村 英一君

１．ロータリー財団、米山奨学

会の活動を支援協力する。

２．ＷＦＡ（世界親睦活動）を

推進していく。

■クラブ奉仕B 中嶋 伸和君

Ｂ部門委員会（出席、会報、

親睦、プログラム）

クラブの要として相互の連携を

図り、明るく楽しく元気よく、

そして田辺東ロータリークラブ

に入ってよかった例会へ来て楽

しかったと言えるクラブ作りに努める。

■出席委員会 片井 貢君

１．無断欠席をなくし、出席率の向上につとめる。

２．欠席者にはメイクアップの励行を促す。

３．皆出席者には記念品を贈り、例会でその功績を

讃える。

■会報委員会 榎本 真弓君

週報のデーター化及びデーター

配信化の促進をする。経費削減

の為、メールでの配信にご協力

お願い致します。

今期からの週報は、各テーブル

に回覧用を1枚配布しています。

会報用紙をご希望の方はSAのテーブルに置いていますの

でお持ち帰り下さい。

ホームページアドレスは週報一番下に掲載していますの

でクリックしてご覧下さい。

■親睦委員会 山本 亘君

１．会員家族が楽しく気楽に参

加できる家族会の開催をする。

２．例会においては、ＳＡＡと

共にゲスト・ビジターを気

配りの心をもって接遇する。

３．会員相互の親睦を深めると共に、５大奉仕活動の

支援をする。

４．外部団体（例、ＪＣ）との親睦を図る機会を作り、

相互の理解を深めることによりクラブ組織強化の一助

とする。

■会計報告 小山 實君

前年度会計の報告を致します。

詳細は、クラブ概況報告に

掲載しておりますので、ご確

認ください。
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本日のプログラム


