
（敬称略）

◇お世話になります。 田辺RC 鈴木 和夫 様

◇青少年交換プログラム 長期受入学生

ユルバ・アルベンクローネ様をお迎えして。

中西 正人君 新会員卓話、頑張ってください。

藍畑、福留、後藤、橋本、平野、石井、片井、

木村、中川、岡本、沖、佐田、竹村、谷中、

玉置、上原、早稲田、安井、吉田、吉本

◇苦手な卓話をします。会社のＣＭも･･･。 中西

◇９月２０日米山奨学生歓迎会 お世話になります。

２６４０地区米山記念奨学委員会

委員長 谷野 一彦様、飯岡様、中野様、古谷様

２６４０地区ガバナー補佐

雪本 孝治様、塩路 良一様

◇９月２０日の熊野古道道普請では玉置様、平野様に

米山奨学生と共に参加していただき、誠に有難うご

ざいました。橋本会長、吉本幹事はじめ田辺東のロー

タリアンにも市長表敬訪問＆バーベキューパーティ

を設定していただき、誠にありがとうございました。

坂本

◇大宰府を「39･40」で制覇しました。 丸山（博）

◇サミット会場になった、北海道洞爺湖ウインザー

ＨＯＴＥＬで、宿泊＆ゴルフをしてきました。ディ

ナーに鉄板焼きを食べましたが、まあ値打ちの無い

こと。値段は３倍。一回行ったら充分です。 北村

◇色々お世話になりました。愛須

◇早退します。 武田

◇お花頂きます。 西谷

■本日のプログラムは、会員卓話として新会員の中西

正人君です。後ほどよろしくお願いいたします。

お客様は、青少年交換プログラムの長期受入学生

ユルバ・アルベンクローネ様をお迎えしています。

後ほど、宜しくお願い致します。

■9月20日(木)米山記念奨学委員会の地区委員会の事

業として、奨学生10名と学友2名の皆さんが熊野古

道の道普請を行ってくださいました。その事業に地

区委員長の坂本 正人君、クラブ米山記念奨学委員

長の玉置 和男君、新世代委員長の平野 好史君の

３名が参加してくださいました。坂本君、玉置君、

平野君、ご苦労様でした。

■9月22日(土)クラブ職業奉仕委員長会議が和歌山市

で開催されました。職業奉仕委員長の片井 貢君、

出席ご苦労様でした。

■9月29日(土)クラブ雑誌・広報委員長会議が泉大津

市で開催されます。会報委員会副委員長の谷本 司

君が出席してくださいます。谷本君、ご苦労様です

が、よろしくお願いいたします。

■9月30日(日)、スターゲイトホテルで開催される

「大阪千代田ロータリークラブ」の認証状伝達式に、

泉 房次朗君に出席していただきます。

泉君、ご苦労様ですが、よろしくお願いいたします。
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■本日は奉仕食となっております。

ご協力よろしくお願いいたします。

■例会日時変更

◎和歌山東南RC

10月10日(水)→ 10月10日(水)18：30～

場所：ロイヤルパインズホテル

＜和歌山中RCとの合同例会＞

◎和歌山中RC

10月12日(金)→ 10月10日(水)18：30～

場所：ロイヤルパインズホテル

＜和歌山東南RCとの合同例会＞

◎海南東RC

10月 1日(月)→ 10月 1日(月)18：30～

場所：温山荘園 ＜月見例会＞

10月22日(月)→ 10月22日(月)18：30～

場所：海南市保健福祉センター

＜海南3クラブ合同公開例会＞

「稲村の火の館」館長 熊野 享 様

◎御坊南RC 10月 2日(火)→ 休会

◎御坊東RC 10月 3日(水)→ 休会

■メークアップ

◎9月20日(木)米山記念奨学生 熊野古道道普請

平野 好史君、坂本 正人君、玉置 和男君

◎9月20日(木)米山記念奨学生 歓迎会

後藤 信博君、橋本 隆君、畑地 誠君、

稗田 智則君、平野 好史君、本田 耕二君、

石井 達君、片井 貢君、畔田 実君、

森本 修至君、中川 文恵君、野村 憲司君、

岡本 博君、佐田 一三君、坂本 正人君、

杉若 雅宣君、武田 静也君、玉置 和男君、

渡口 眞二君、安井 忠雄君、吉本 正美君

◎9月22日(土)クラブ職業奉仕委員長会議

片井 貢君

■回覧

◎米山記念奨学会より

「2011年度 決算報告」「2011年度 事業報告書」

◎米山記念奨学生 熊野古道道普請の様子

◎ガバナー事務所より 「KNOW 第87号」

「2011～2012年度地区資金会計報告書」

◎地区大会出欠表を回覧しています。今週が最終締切

です。変更および取消は10月5日(金)までです。

よろしくお願いいたします。

◎「丸山博之君の知事表彰と愛須勝章君の田辺警察署

からの表彰を祝う会」（10月3日(水)）

◎「花火を見る会のご案内」（10月6日(土)）

■掲示

◎9月5日(水)ゲスト「ピンクリボン紀南」の石水弘子

様よりお礼状をいただきました。掲示していますの

でご覧ください。

■連絡

◎10月のロータリーレートは 1ドル＝80円 です。

◎ロータリーの友10月号、各自トレーに入れています。

よろしくお願いいたします。

◎米山記念奨学会からロータリー米山記念奨学事業の

豆辞典（2012-13年度版）が届いています。各自ト

レーに入れています。よろしくお願いいたします。

◎９月１９日ゲストの社会福祉法人 ふたば福祉会

理事長 米川徳昭 様よりお礼状をいただきました。

◎来週の例会から10月に入りますので上着着用での出

席をお願いいたします。

◎２６４０地区 米山記念奨学委員会 学友小委員長

２０１１年７月～２０１２年６月までの寄付金合計が、

全国にて７９億円を超えました。

公益法人化されています。

◎クラブ職業奉仕委員長

９月２２日（土）地区職業奉仕委員長会議討論会に参加

しました。

◎ロータリー情報委員長

新入会員を対象に本日の例会終了後、フォーラムをしま

す。

http://tanabe-east-rc.com/
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幹事報告

坂本 正人 君

片井 貢 君

沖 史郎 君



青少年交換プログラム 長期受入学生

ユルバ・アルベンクローネ 様

体調が悪いので、お話は次の機会に…。

「 新 人 卓 話 」

本日、二回目の新人卓話をします、中西です。

二回目で、自己紹介と言うのもなんなので、仕事の話させ

て頂きます。

有志4社で、紀州弁慶会（TOTOリモデルクラブ）を結成し

ています。

今度（10/27・28の両日）、ハナヨさんで、加藤商会主催

の「住まいの応援フェア」に協賛します。

お配りしているチラシを持って、ご来場ください。記念品

をご用意しています。

また、当日、グリーンリモデル診断（無料）を申し込んで

いただきますと、抽選で、お米（10Kor5K）が当たります。

はずれても素敵な粗品（トイレ川柳トイレットペーパー）

をプレゼント。

グリーンリモデル診断とは、水回りを中心に、「健康配慮」

「長もち住宅」「CO2削減」の3つの視点で、お住まいを診

断することです。

詳しくは、本日の回覧に資料添付していますので、お読み

になってください。

それと、TOTOでは、「トイレ川柳」を募集し、優秀作品を

ネットや、トイレットペーパーに印刷して発表しています。

次回（第8回）に、皆さんも力作、珍作出してみませんか。

「熊野古道の道普請」

米山記念奨学委員会 地区委員会

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

本日のプログラム

中西 正人 君


