
（敬称略）

◇年次総会、おめでとう。

藍畑・愛須・福留・後藤・橋本・畑地・平野・堀

石井・岩崎・泉・片井・木村・栗山・楠本・前田・

丸山博・森本・中川・中西・西谷・小倉・岡本・

沖・佐田・坂本・杉若・谷峰・谷本・谷中・玉置・

上原・浦地・早稲田・渡口・山本・安井・吉田・

吉本

◇少し休養してきました。食べ過ぎ、飲みすぎはダメ

よと言われました。 小山

◇小山さん、おかえり。 中嶋

◇１２月の北村夫妻の旅は、大阪に行きました。「大

阪人が観光客として見る大阪」です。ユニバ－サル、

海遊館、大阪城、通天閣、じゃんじゃん横丁、千日

前、道頓堀、宗右衛門町、極めつけは吉本新喜劇で

した。大阪は心底楽しい町でした。 北村

◇お花頂きます。 武田

■本日のプログラムは前期最終例会です。後ほどご挨

拶いたしますので、よろしくお願い致します。

■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。

■12月15日(土)、久保ガバナーエレクトの壮行会に地

区委員の坂本正人君、平野好史君、出席ご苦労様で

した。

■12月16日(日)、2012-13年度 青少年交換プログラム

の第3回オリエンテーションに新世代委員長の平野好

史君とユルバ・アルベンクオーネさん、参加ご苦労

様でした。幹事の吉本正美君、ユルバさんの送迎、

ご苦労様でした。

■12月16日(日)、米山記念奨学委員会 地区委員会議

に出席の坂本正人君、ご苦労様でした。

■本日は奉仕食となっております。ご協力お願いいた

します。

■12月12日の定例理事会の報告をいたします。

◎年末年始例会について…12月26日、1月2日は休会

◎新年家族例会において40周年記念誌のため、個人の

写真撮影をする件

（今年の新年会欠席の会員と、新入会員）…承認

◎吉田和枝君の11月14日の欠席を出席義務免除とする

件…承認

◎小山實君を12月5日～出席義務免除とする件…承認

◎内芝殷典君を出席義務免除とする件…承認

◎一般財団法人比国育英会バギオ基金への寄付の件…

否承認
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■次回は1月9日(水)18：00～例会、18：30～新年家族

会です。

■例会日時変更

◎新宮ＲＣ 12月26日(水)→ 休会

2013年 1月 2日(水)→ 休会

1月 9日(水)→ 1月9日(水)18：30～

場所：かわゐ ＜新春夜間例会＞

◎那智勝浦ＲＣ 12月27日(木)→ 休会

2013年 1月 3日(木)→ 休会

1月10日(木)→ 1月8日(火)12：30～

場所：熊野那智大社 ＜初詣例会＞

1月31日(木)→1月27日(木)18：30～

場所：ホテルなぎさや ＜家族親睦新年会＞

◎御坊東ＲＣ 2013年 1月 2日(水)→ 休会

1月 9日(水)→ 1月11日(金)12：30～

場所：御坊商工会館４階

＜新春3クラブ合同例会＞

◎海南ＲＣ 12月19日(水)→ 休会

12月26日(水)→ 休会

2013年 1月 2日(水)→ 休会

1月 9日(水)→ 1月9日(水)18：00～

場所：美登利 ＜新年初例会＞

■メークアップ

◎12月12日(水)定例理事会

橋本隆君、畑地誠君、平野好史君、泉房次朗君、

片井貢君、森本修至君、岡本博君、武田静也君、

竹村英一君、上原俊宏君、吉本正美君

◎12月15日(土)久保ガバナーエレクト壮行会

平野好史君・坂本正人君

◎12月16日(日)青少年交換オリエンテーション

平野好史君・吉本正美君

◎12月16日(日)米山記念奨学会 地区会議

坂本正人君

■回覧

◎「ＪＣニュース12月号」

◎「ハイライトよねやま153号」

◎「ロータリー補助金ニュース12月」

◎「米山寄付11月度迄集計表」

◎ガバナー事務所より

「2013年規定審議会代表議員選任のお知らせ」

■連絡

◎後期会費納入案内を各自トレーに入れておきます。

宜しくお願い致します。

◎1月のロータリーレートは 1ドル＝82円です。

◎次回の例会は１月９日(水)です。

「新年家族会」となっております。

直前になりましたら、全会員あてに連絡のＦＡＸ又は

メール配信をいたします。宜しくお願い致します。

◎会計

泉 房次朗 君

後期会費納入、お願いいたします。

期限は1月31日（木）です。

◎親睦委員会

森本 修二 君

1月9日(水)18：30～ 新年家族会です。

参加の程、宜しくお願い致します。

また、40周年記念誌用の写真撮影についてですが

写真撮影がまだ済んでおられない方は、各自、闘鶏神

社前の奨楽写真館に行って頂きますようお願い致しま

す。

◎新世代委員会

平野 好史 君

12月16日(日)、2012-13年度 青少年交換プログラム

の第3回オリエンテーションにユルバ・アルベンクオー

ネさんと参加してきました。

◎米山記念奨学委員会

坂本 正人 君

米山奨学生を受け入れるにあたって、メインクラブ

に田辺東ＲＣ、サブクラブに和歌山ＲＣ、堺ＲＣ等を

提案しています。

最終例会挨拶

田辺東ロータリークラブ

会長 橋本 隆

最終例会のご挨拶にあたりまして週報を読み返して見

ました。毎回充実した週報、会報委員長の前田さんをは

じめ委員の皆様本当にご苦労様です。
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なにより嬉しかったのは新入会員の中西君、岩崎君、野

村君、福留君が8月のクラブ協議会までに入会していただ

いておりました。幸先よく増強できたことはこの上ない喜

びです。ガバナーの公式訪問では北中ガバナーから心身と

もに健康であることの重要生と、事を始めるには人にあれ

これ言う前に自分から積極的にやり始めましょうとご指導

を受け、さらに、その晩の新人歓迎会にも参加していただ

き、楽しいひと時を過ごしております。

8月にはもう一つ、スウェーデンからユルバさんが来日

して東様のご家庭にお世話になり始めました。こちらから

は西岡あかねさんがスウェーデンに旅立っております。一

連のお世話は平野君が担当です。毎月地区への会議等々ご

苦労様でございます。8月29日には、ハナヨさんで東様ファ

ミリーと共にユルバさんの歓迎会。親睦委員の皆さんあり

がとうございました。

9月に入りましてから石井君が入会されています。

この頃からプログラムでは外部からの卓話をお願いして

いただきまして色々と参考になったり感心したりで例会を

盛り上げていただきました。

10月になってから少し涼しくなって過ごしやすくなって

まいりましたが、我がクラブでは体調を崩した方たちが増

えてまいりました。どうか健康に留意して日々過ごされる

ようお願いいたします。

岩崎さん、野村さん、福留さんの卓話も私たちにとって

は大変新鮮で良かったと思います。是非続きをやっていた

だきたい。

早稲田君と、福留君と、石井君の歓迎会が11月の初旬に

あしべさんで開かれました。3人はかなり飲まされた様子

で気の毒でした。

その石井君の窓ガラスの結露のお話も興味があって聞き

入りました。

早稲田さんは12月の新人卓話でしたが話に夢中になって

時間を忘れて中嶋さんの出番がなくなってしまう程の勢い

でなかなか面白かったです。

会員増強委員長の愛須さんご苦労様です。年が明けても

益々頑張って会員増強に励んでくださるようお願いします。

振り返ってみますとあっという間の半年でした。歴代会

長は会長報告の前に時事ニュースや出来事や暦などを少し

お話して例会の和やかさを醸し出してから会長報告に移る

というスタイルをとっていましたが、私はそんな余裕など

なく会長報告を読み上げるだけでした。

最近やっと落ち着いてきたように思います。

会の秩序を守っていただいた畑地委員長はじめＳＡＡの

皆様、特に安井さんの期待と不安の入り混じった中での鮮

烈なデビューに会場は盛り上がりました。

さて、各委員会におきましては、まず米山記念奨学委員

会の熊野古道道普請に地区委員長坂本君、クラブ委員長の

玉置君、地区青少年委員会委員平野君が参加していただき

夜は地区の方たちはじめ米山奨学生と共にハナヨさんで歓

迎会を開いております。

社会奉仕活動では、万呂シニアパトロール隊に防寒着の

補助を11月に助成いたしました。寒波の訪れる前で大変喜

ばれました。

親睦は新人歓迎会の手はずご苦労様でございました。ま

た毎年恒例ではございますが栗山さんには花火祭りの会場

をお借しいただきありがとうございました。

情報の沖さん、新人教育並びに情報委員会フォーラムで

の原点に戻ろう、「事敬すれば信なり」というお話。我が

クラブ会員にとって目を覚まさせるお話で感銘を受けまし

た。

それから出席委員長丸山さん出席率の向上に努力されま

たユニークな発表、例会を和やかにしていただいておりま

す。感謝致します。

幹事の吉本さん、副会長の武田さん色々助けていただき

ましてありがとうございます。最後に事務局木村さん、本

当にご苦労様でした。あと半年お願いします。

それでは来年、新年家族会で明るい笑顔でお会いしましょ

う。
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皆さんこんにちは！

先月、仙台と東京へ旅行に行きました。AFSのメンバー

とAFSの交換留学生と一緒にいました。旅行は金曜日に

始まりました。私達はバスで出発し、次の朝に仙台に着

きました。そこで津波の被害を見ました。ゴミの山、家

の骨組み、そして亡くなった人へのお供えの花がありま

した。津波がこんなに強大だとは思いませんでした。私

はそれを写真や短い映像で見たことはありましたが、実

際に自分の目で見たことはありませんでした。

次の日、私達は東京を訪れました。浅草、東京スカイ

ツリー、そして原宿を見ました。原宿にはとても多くの

人がいたので驚きました。私は変なスタイルの服を見つ

けたので二つ買いました。その後、私達は田辺に戻り、

月曜日の午前11時に到着しました。

また、私は坂本さん達と旅行に行きました。白浜ビー

チのような和歌山の他の場所へ連れて行ってくれました。

彼らはまた足湯に連れて行ってくれました。面白かった。

私を乗馬に連れて行ってくれました。それは私がここに

来てから最も恋しかったことの一つです。

このような日本の様々な一面を見て、新しい経験をす

る機会を与えてくれて本当にありがとうございました。
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