
（敬称略）

◇委員会報告頑張って下さい。

榎本、橋本、片井、木村、北村、小山、楠本

中川、岡本、坂本、武田、谷中、上原、安井

◇委員会、中間発表します。

後藤、吉本、平野、山本、竹村

◇後期、Ｒ財団、宜しくお願いします。 泉、内芝

◇後期、米山、宜しくお願いします。 玉置、小倉

◇在会中は、お世話になりました。

今、体調は落ち着いています。 平尾

◇結婚記念日 前田、佐田

1月21日が大寒、寒さの極みです。風こそ冷たいのです

が、それでも時に顔を出す太陽は、ヤヤ明るく暖かい

日差しとなっています。日だまりには「はこべ」も見

られます。やがて来る春の気配さえ感じられます。そ

こで、藤村の歌を一つ。

小諸なる古城のほとり

雲白く遊子（いうし）悲しむ

緑なすはこべは萌えず

若草も藉（し）くによしなし

しろがねの衾（ふすま）の岡辺

日に溶けて淡雪流る

あたゝかき光はあれど

野に満つる香（かをり）も知らず

浅くのみ春は霞みて

麦の色わづかに青し

旅人の群はいくつか

畠中の道を急ぎぬ

暮行けば浅間も見えず

歌哀し佐久の草笛

千曲川いざよふ波の

岸近き宿にのぼりつ

濁（にご）り酒濁れる飲みて

草枕しばし慰む

「小諸なる古城のほとり」 -落梅集より-

島崎藤村

■本日のプログラムは先週と今週の２回に分けて、

委員会活動中間報告後半となっております。

各委員長さん、宜しくお願い致します。

■本日は奉仕食となっています。ご協力宜しくお願い

致します。

■１月２２日（日）ＲＬＩ（ロータリーリーダーシッ

プ研究会）２０１０年度パートⅢに、平野君が参加

してくれました。昨年３月の予定でしたが、東日本

大震災の影響で延期になっておりました。ご苦労様

でした。

■１月２８日（土）日置川プロバスクラブ創立１０周

年記念大会へ、西谷次彦直前会長が出席して下さい

ます。宜しくお願い致します。

■１月２８日（土）地区Ｒ財団セミナーに、橋本 隆

君、小山 實君、後藤 信博君、出席宜しくお願い

します。
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2012年 1月25日（水）

会員数 義務免除 欠席者数 本日出席率

48名 3名 11名 75.76％

1月11日 修正出席率 91.30％

会長報告の前に

司会者

唱 歌

上原 俊宏 会長
出席報告

"あゞ 田辺東ロータリー ”

田辺東ロータリークラブ週報

山本 亘 君

会長報告
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■先週の定例理事会の報告を致します。

（１）上半期会計報告…会計丸山（博）君より監査報

告を受け、台風災害の寄付金の不足分を毎回幹事

がお願いする。

（２）新庄防潮堤の件（３年ごとに県事務所へ「海岸

占用許可更新」の手続きをしています。）…手続

することを承認

（３）１月２８日（土）日置川プロバスクラブの１０

周年記念式典と講演会に、西谷次彦直前会長が出

席…承認

（４）２月２５日（土）田辺はまゆうＲＣの２０周年

記念式典に、上原会長と佐田幹事が出席…承認

（５）１月２２日（日）ＲＬＩに平野 好史君が参加す

ることについて…承認

（６）新年家族会での写真撮影の件…承認

（７）移動例会について…４月１１日、中田食品へ職

場見学

■例会日時変更

◎橋本紀ノ川ＲＣ

2月14日（火）→ 2月11日（土）

場所：ホテルいとう （ＩＭ４組）

◎高野山ＲＣ

2月17日（金）→ 2月11日（土）

ＩＭ第４組（ホスト：岩出ＲＣ）

2月24日（金）→ 親睦家族会

◎海南西ＲＣ

2月16日（木）→ 2月19日（日）

場所：京都方面 西国巡り

■メークアップ

１月１８日（水）定例理事会

橋本 隆君、畔田 実君、丸山 博之君、

中嶋 伸和君、西谷 次彦君、佐田 一三君、

坂本 正人君、上原 俊宏君、山本 亘君

１月２４日（火）田辺はまゆうＲＣ

丸山 勇人君、谷中 順次郎君

■回覧

・週報「粉河ＲＣ」

・ガバナー事務所より「２６４０地区ＲＬＩ（ロータ

リーリーダーシップ研究会）開催のご案内」「国際

大会 第２６４０地区 ジャパンナイトのご案内」

「日本人親善朝食会についてのご案内」「地区大会

記念 ゴルフ大会開催のご案内」

■連絡

・２月のロータリーレートは １ドル＝７８円です。

■親睦委員会

委員長 山本 亘君

親睦委員会の中間活動報告を、時

系列に発表させて頂きます。

（１）7月27日 新入会員＆事務局員歓送迎会並び納

涼家族会

参加人数 ３８名（於）ガーデンホテル ハナヨ

（２）10月１日 花火観賞家族会

参加人数 ４０名 （於）栗山様邸 別宅

（３）10月19日 米山奨学生歓迎会

（米山委員会に協賛）

参加人数 １５名（於）ガーデンホテル ハナヨ

（４）11月19日 移動例会＆懇親会

参加人数 ４３名 （於）東急ハーベスト

（５）12月14日 忘年会

参加人数 ３６名 （於）あしべ

以上の活動を致しました。皆様のご協力に感謝致しま

す。尚、後期の活動に際しましても精一杯頑張ります

ので、ご協力の程、宜しくお願い致します。

■プログラム委員会

委員長 吉本 正美君

上半期が終わりました。

7月 初例会、委員会活動計画発表(前半)、

外卓（樹木医・桝本幸雄様）

8月 委員会活動計画発表（後半）

佐田幹事（白浜教育委員会・佐藤純一様）

宇都達裕さん新会員卓話、

増強委員会フォーラム（渡口委員長）

9月 堀龍雄さん（津波時の防波堤）、40周年フォーラ

ム（谷中委員長・小山さん・中川さん・岡本さん・

平野さん） 外卓 小西博之様、外卓 鈴木皇様

10月 ガバナー補佐 汐崎まこと様、

ガバナー公式訪問 大澤 德平様

米山奨学生ミャンマー女子2名、

職業奉仕委員会 藍畑春雄さん

11月 外卓（自衛隊、三上 繁様）

移動例会（東急ホテルハーベスト）

Ｒ財団委員会 （地区委員長 豊澤 洋太朗様）

Ｒ情報委員会より 外卓（みなべ町 山本賢様）

12月 年次総会、外卓（田辺税務署長 野口 卓士様）

前期最終例会（闘鶏神社宮司 長澤 好晃様

「大祓い」）

委員会中間報告

幹事報告
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■ＳＡＡ委員会

委員長 後藤 信博君

１．例会場準備、及び後片付けは各委員、幹事他ご協

力者、事務局により円滑である。

２．例会中の携帯電話着信音、卓話中等の雑談・私語

はかなり改善されている。

３．ニコニコ箱、１２月２１日例会迄の入金額は

９４６，０００円。

■Ｒ情報委員会委員会

委員長 栗山 侑三君

→ 代理 西谷 次彦君

このR情報委員会の仕事は

●ロータリークラブに入会しようとする新会員候補者

に入会する意思を確かめ、ロータリークラブ会員の

特典と責務に関する情報を提供しに行きます。

●ロータリーの歴史、綱領、活動に関する情報を各会

員に提供します。

●入会してから最初の一年間、新会員のオリエンテイ

ションを監督するものとする。

●国際ロータリーの運営管理の状況を会員に伝えます。

●また、新会員がクラブに溶け込めるように援助者を

一名指名します。ところが今年度は断念ながら新入

会員が入ってきておりませんので仕事はありません

でした。

また、ロータリー情報委員会はロータリーの方針と

プログラムに変化がおきた場合は、すぐにその旨をク

ラブ会員に伝えなければなりません。また、最新の情

報をよく把履している会員または各委員会の方の持っ

ている情報を全会員に伝えるよう促す事とあります。

昨年は新ガバナーが決まらず2640地区の執行本部の醜

態を見せてしまいましたが、昨年の委員長は情報が混

乱して益々混乱を招くので報告はあまりしませんでし

たと書いていました。今年は大きな変化もなく皆様に

特にご報告することは有りません。

またＲ情報委員会と言うのはロータリークラブの

「手続き要覧」ロータリー細則から抹消されてしまい

ました。

現在のクラブの委員会構成は２００４年11月 ＲI 理

事会において、新しい推奨ロータリークラブ細則に修

正する議決がされました「ＣＬＰ クラブリーダーシッ

ププラン」と云う新しいロータリーの仕組み枠組みが

大きく変わりました。

しかし今の所、今までの委員会構成は各クラブの任意

に任されていますので、私たちのクラブでは今までの

委員会構成のままいっております。

■新世代委員会

委員長 坂本 正人君

→ 代理 平野 好史君

１．ライラへの積極的参加

高校生に呼びかけをする。

２．新世代会議開催

ライラの意義、必要性について、クラブ内外にア

ピール

≪活動内容≫

青少年交換のポスター配布 ⇒

田辺高校、鹿島高校、熊野高校

田辺高校から連絡があり、１年生の西岡あかねさん

から申請がありました。交換希望国は、第一にカナダ、

第二にスウェーデン、第三にデンマークです。今現在

ではスウェーデンの方向で話が進んでいます。第一回

目のオリエンテーションが12月18日にりんくう国際物

流センターでありました。次回は、2月11日にあります。

【彼女の応募動機】

日本の外の世界について知りたいと思いました。私

は、日本から一歩も外に出たことがありません。海外

の友人もいません。知る術といったら、本やテレビ、

インターネットしかありません。だからこそ、この交

換留学を通して自分で直接海外の文化を体験したい。

そして海外の人々と交流したいと思い応募しました。

【交換中及び交換後に達成したいこと】

より多くの人々と交流し、様々な考えに触れて協調

性、社交性を高めたいです。そして将来はＮＧＯやＪ

ＩＣＡで発展途上国のために活動したいです。

すごく前向きな彼女なので、委員会そしてクラブ全体

で応援できればと思っています。

≪ライラの報告≫

２月４日、５日と大阪府羽衣青少年センターのセミ

ナーに委員長の坂本さん、私平野、神島高校の生徒２

名 計４名で参加してきます。

■国際奉仕委員会

委員長 竹村 英一君

【活動計画】

1．ロータリー財団、米山奨学会の活動を支援協力する。
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2．WFA（世界親睦活動）を推進していく。

3．11月に「タイ王国洪水およびトルコ共和国地震」の

災害支援として、タイ王国5万円、トルコ共和国5万

円の合計10万円を会員の皆様にお願いを致しました。

4．3月7日、国際奉仕に関しての理解を深める為の卓話

行います。

■Ｒ財団委員会

委員長 泉 房次郎君

今年度の目標は、

（１）一人１００ドルの支援を全会員に協力して頂く。

（２）Ｒ財団活動の内容をしっかりと把握してもらう。

以上２点ですが、

（１）については、１２月末現在会員数４８名で、寄

付総額は2,700ドル、一人当たり56.25ドルです。１月

１８日現在２８名の会員が寄付に協力して頂いており

ます。残り約５ヶ月、２１名全員１００％の寄付をお

願い致します。

（２）については、財団の仕組み・内容は、大変多様

で難しく完全に把握は私自身出来ていません。来年度

からすべて変更されるようです。１１月のＲ月間の日

に地区委員長の豊澤 洋太郎様に卓話をして頂きまし

た。今月２８日次期会長・幹事・財団委員長会議が開

催されます。その結果、対応して頂ければ結構です。

基に戻りますが、財団寄付ＩＭ組別・寄付額順を見ま

しても押しなべていえば第１組は１１月度までの実績

を見れば、中以上の実績です。残り５ヶ月宜しくお願

い致します。

■米山奨学委員会

委員長 玉置 和男君

皆様も御承知の通り、昨年は台風１２号が紀南地方に

甚大な被害をもたらしました。

その時、米山奨学生たちと米山学友会が中心となり、

災害支援ボランティ活動として、災害地域の清掃活動

をしてくれました。米山奨学生９名と２６４０地区の

ガバナー補佐、汐崎さんをはじめ、ロータリアン８名

の総勢１７名です。当クラブからは米山学友会地区委

員の坂本正人君と、私、玉置も一緒に頑張って参りま

した。

・９月２４日 新宮市熊野川超玉置口

・９月２５日 田辺市本宮町うらら館

また、学生たちの気持ちから、米山学友会活動費より

雑巾１０００枚を各地域に寄贈致しました。

１０月１９日、米山奨学生２名、例会で卓話をして頂

きました。

ミャンマー出身のピョピョウェーさん、ピューピュー

テッコさんです。

その夜、彼女たちの歓迎会をガーデンホテルハナヨさ

んでさせて頂きました。

H23．9.24・25

国際ロータリー 第2640地区

米山記念奨学生・被災地震災支援

１ まだまだ被災地の現状を知らない奨学生たち

２ 車で走ること６時間

３ 被災地域の状況を見て、みんな心を傷める

４ すぐに出来る事から！

５ 高齢者の方だけでは出来ない

６ 畳を外に出し室内掃除

７ 目も開ける事が出来ない、埃の中での作業

８ 消毒液を入れて拭き掃除

９ 鼻を突く異臭の中での作業

１０ もっと多くの人手が必要

１１ もっと多くの支援が必要

１２ 被災された方の思い出を大切に仕分け

１３ 学生たちはそれぞれの大学において支援を呼び

かけると決めた

１４ 米山記念奨学事業は人づくり

１５ 翌日学生たちの活動は、地元新聞に大きく取り

上げられた
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