
（敬称略）

◇委員会活動報告頑張って下さい。

愛須、木村、小山、楠本、丸山博、森本、小倉

坂本、武田、竹村、上原、吉本

◇委員会活動報告、頑張ります。

後藤、片井、中嶋

◇今朝、大通りの清掃（６５人程）してきました。

谷峯

◇後藤君、次はどこですか？今日はいい天気ですね。

玉置

◇ようやく幹事に慣れてきました。 佐田

◇本人誕生日 竹村

◇お花頂きます。 平野

おふくろさん

川内康範 作詞 猪俣公章 作曲

おふくろさんよ おふくろさん

空を見上げりゃ 空にある

雨の降る日は 傘になり

お前もいつかは 世の中の

傘になれよと 教えてくれた

あなたの あなたの真実

忘れはしない

梅雨の季節となって参りました。会長就任時に予定し

ておりましたが、傘の有効利用の話です。

ガバナーの公式訪問時にも述べましたが、家庭なり事

務所で不要になった傘、あるいは放置期間が3ヶ月以

経過した放置傘、の有効利用を図りたいと思います。

雨が降ることが分かっていても傘を持ってこない人が

居ます。突然の雨に傘のない人が居ます。事情の如何

に関わらず、傘が必要な人に所有権のなくなった傘を

利用していただくという奉仕事業を少しずつ行ってゆ

きたいと思います。題して「ロータリーの傘」運動

当方で1年以上、引き取り手のない傘、あるは一部当

方の寄付による傘を持ってきました。

傘の柄にロータリーの色であります紺色のテープを二

重に巻いています。

雨の日には、御自由に御使用下さい。後は都度必要な

人に使用していただいて下さい。

もし、ご自分の傘であるのが分かった場合には、テー

プをはがして個人所有にしていただきますように。

もし、事業所で同様の傘がありますれば、青テープを

貼り、世の中の傘になるようにお取りはかり下さい。

■本日のプログラムは委員会活動報告です。

各委員長さん、よろしくお願いします。

■６月９日（土）、田辺湾クリーン作戦に参加された

皆様、ご苦労様でした。

■本日例会終了後、定例理事会を開催致します。

理事・役員の方はお残り下さい。
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" くちなしの花”

吉本 正美 君



■例会日時変更

◎白浜ＲＣ 6月22日(金)→ 6月22日(金)18：00～

場所：民宿 望海

◎新宮ＲＣ 6月27日(水)→ 6月27日(水)18：30～

場所：かわゐ

「最終パートナー同伴夜間例会」

◎御坊東ＲＣ 6月27日(水)→ 休会

◎海南ＲＣ 6月27日(水)→ 6月27日(水)18：00～

場所：海南市（東浜）料亭 美登利

「最終夜間例会」

◎海南東ＲＣ 6月25日(月)→ 6月25日(月)18：30～

場所：海南市船尾185 料亭 美登利

「今期 最終例会」

7月 2日(月)→ 7月 2日(月)19：00～

場所：海南商工会議所４Ｆ

■メークアップ

◎6月9日(土) 田辺湾クリーン作戦 参加

愛須君、橋本君、平野君、泉君、小山君、栗山君、

畔田君、丸山(勇)君、丸山(博)君、森本君、中川君、

岡本君、佐田君、武田君、谷本君、谷中君、玉置君、

安井君、山本君、吉田君、吉本君

■回覧

◎田辺ＲＣ・田辺はまゆうＲＣ 新年度役員・理事の

通知

◎週報「橋本ＲＣ」

◎「シーカ86号」

◎「ハイライトよねやま147号」

◎「ダメ・ゼッタイ」普及運動6・26ヤング街頭キャ

ンペーン実施のご案内

◎クラブ協議会のお知らせ

6月27日(水) あしべ様

PM6：30～ 新役員はPM6：00～

■連絡

◎堀 龍雄君より『くちなしの花』と『南天の花』を

頂きました。

■会場監督（ＳＡＡ）

委員長 後藤 信博 君

会場設営を２名交代の月当番とし、作業を分割化した。

秩序正しく例会が進行されるように努めた。

マイクボリュームを調整し、例会の緊迫感を演出しよ

うとした。

会員の理解を最大限に得られる範囲で、ニコニコの集

金に努めた。

■クラブ奉仕（Ａ部門）

委員長 橋本 隆 君

会員増強と退会防止を目標に揚げておりましたが１

名退会、それに隠岐先生がお亡くなりになり残念な結

果となりました。

再来年には４０周年を迎えております。

十分な奉仕活動の為には会員の増強こそが全ての基本

となります。

来期に向けて会員の皆様のご協力をお願い致します。

■会員増強委員会

委員長 渡口 眞二 君

2011年～2012年度は、現在入会には至っておりませ

んけれど、3～4名の方に声を掛けさせて頂いておりま

す。

次期の委員会に引き継ぎますので、フォローのほどよ

ろしくお願いします。

また、2010年～2011年度に会員増強・拡大賞(最高

の会員維持率)を地区より頂いております。

今後も、賞を頂けるよう委員会として頑張って下さ

い。一年間有難うございました。

■Ｒ情報委員会

委員長 栗山 侑三 君

今期のR情報委員会の目標は以下の項目を掲げており

ました。

●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

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。
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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。

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

報をよくは把履している会員、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。

ところが今年度は残念ながら昨年度末にガバナーが

決まらず、地区の行事の簡素化が行われGSEは中止、

地区の情報委員長会議も中止となり、新入会員も入っ

てきておりませんので今年一年は、あっという間に過

ぎてしまい、今年は大きな変化もなく仕事はありませ

んでした。大いに反省しております

またＲ情報委員会は 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、Ｒ

I理事会において、新しい推奨ロータリークラブ細則

に削除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、このR情報員会は大変重要な委員会です。

会員全員にロータリーの世界を知っていただくのは

とても時間の架かることなのです。

そこでR情報委員 会が新しい会員に解かりやすい

情報を伝える事がこの委員会です。

来年度の委員長様のご活躍を期待しています。

■ クラブ奉仕（Ｂ部門）

委員長 中嶋 伸和 君

明るく楽しく元気よく、田辺東ロータリークラブに

入って良かった例会へ来て楽しかったと言える目標に

向かって今期頑張ってきました。

ロータリーはまず例会に出席するという義務があり

ます。理想はもちろん100%でありますが、現実的には

難しい事です。このことに関しては出席委員会の皆様

には本当によく頑張って頂きました。

会報委員会は当クラブの活動を他のクラブに知らせ

る広報であり例会の度に遅くまで残って大変だった事

でしょう、ご苦労様でした。

親睦は会員、会員の家族との絆を深める最高の舞台

です。今期もいろいろな企画をして頂き有り難う御座

いました。

プログラム委員会の皆様には毎週、企画を考えるの

は大変だった事でしょう。ゲストが急に来れなくなる

事もありました。しかし、今期のプログラム委員の皆

様は社交性に富んだ方々でしたのでいろんな方のお話

をお聞きすることができ最高のプログラム委員会であっ

たと感じています。

この一年クラブ奉仕B部門の長として何の力添えも

できませんでしたが、各委員の皆様には心より感謝申

し上げます。

■出席委員会

委員長 片井 貢 君

4月末〆現在の出席率が 85.66％で、年間目標の90

％達成が、むずかしくなってまいりましたが、2ヶ月

を残して例年通り標準的な出席率が充分達成出来ると

思われます。

今後共、ご協力よろしくお願い致します。

皆出席者には、記念品を贈り、功績を讃えたいと思

います。

■会報委員会

委員長 榎本 真弓 君

→ 代理 前田 吉彦 君

会報委員会としまして1年間の取り組みを報告いたし

ます。計画書に基づき報告いたします。

1.例会の正確な記録及び報道を行う。

これにつきましては、会員の奉仕活動や家族会等、

時事写真等で例会場に張り出し、及び週報により

閲覧、周知等を行いました。

2.DTPを利用する。

例年通り委員会のメンバー又は事務局のお陰でス
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ムーズに活用することが出来ました。

3.毎週発行する。

会報委員会の少ないメンバーの協力のもと、会員

皆様方の協力のお陰で達成することが出来ました。

4.ロータリーの友の会員向け周知をする。

これに関しましては、上手く活用できなかったこ

とを会員の皆様方にお詫び致します。

5.週報のデータ化及び、データ配信化を推進する。

週報の配信につきましては事務局の協力もあり、

大体出来たと考えておりますが過去のデータの整

理に関しては未だに未整理のままであり、次年度

の課題として検討して頂きたいと考えております。

週報の配布、周知の迅速化と経費の削減に努めて参

りましたが、至らぬところも数多くあり皆様方にはご

迷惑をおかけしたことにお詫び申し上げ、会員皆様の

ご協力に感謝致します。

次年度、会報委員長 前田委員にご協力よろしくお

願いいたします。

また、事務局には煩雑な作業に協力いただきまして、

ありがとうございました。

注）DTP（Desktop publishing、デスクトップパブリッ

シング）とは、日本語で卓上出版を意味し、書籍、新

聞などの編集に際して行う割り付けなどの作業をコン

ピュータ上で行い、プリンターで出力を行うこと。

■新世代委員会

委員長 坂本 正人 君

→ 代理 平野 好史 君

１．第３１回青少年ライラ研修セミナーへの参加。

近隣高校へのライラ研修セミナーへの参加呼びかけ

を行いました。

２月４日、５日大阪府羽衣青少年センターでの参加。

当クラブからは県立神島高校１年生の小川君と橋本君

が参加されました。

４月２５日にライラ研修セミナーに参加した県立神

島高校の小川君と橋本君に、教頭先生の付き添いして

をいただき卓話をしていただきました。

２．２０１２～２０１３年度青少年交換プログラムの

実施。

近隣高校への青少年交換生の呼びかけポスターの配

布を行いました。

田辺高校１年生の西岡あかねさんがスウェーデンに

交換留学が決まりました。

１２月１８日にりんくう国際物流センターで第１回

オリエンテーションに参加。

２月８日の地区大会では大阪ビッグアイでの研修セ

ミナーに参加。

２月１１日にりんくう国際物流センターで第２回オ

リエンテーションに参加。

５月１３日にりんくう国際物流センターで第３回オ

リエンテーションに参加。

同日第１回クラブカウンセラーへのオリエンテーショ

ンに参加。

田辺高校の先生方及びホストファミリーの東様と数

回にわたり話し合いをしました。
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