
（敬称略）

◇お世話になります。 田辺ＲＣ 中田

◇委員会活動報告発表（後半）頑張って下さい。

藍畑・愛須・橋本・平野・片井・木村・丸山（博）

野村・小倉・岡本・佐田・武田・竹村・谷本・玉置・

上原・早稲田・吉田

◇財団への寄付ご協力をお願いします。早めにしない

と為替が変わります。 小山

◇初孫誕生致しました、男子3820グラム。 中川

◇中川さん初孫誕生おめでとうございます。

本田、畔田、山本

◇佐田さん先週はありがとうございました。久しぶり

に前で食事をして、いい幹事でしたと皆さんが言っ

てます。 吉本

◇丸山社長から先週の例会で1,000円借金しました。今

日は返済します。金利は勘弁して下さい。ありがと

うございました。 坂本

◇お久しぶりです。 谷中

◇会長席のお花頂きます。 石井

■本日のプログラムは、先週と今週の2回に分けて、委

員会活動中間報告発表となっております。各委員長

さん、宜しくお願い致します。

■1月26日(土)日置川プロバスクラブ創立11周年記念大

会へ、吉本幹事と私、2名で出席して参ります。

■1月27日(日)米山記念奨学生の選考会に米山学友小委

員長の坂本 正人君が出席して下さいます。ご苦労

様ですが宜しくお願いいたします。

■ガバナーエレクト事務所より2013-14年度RIのテーマ

が送られてきました。

「ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を」

～ENGAGE ROTARY CHANGE LIVES～

■1月16日の定例理事会の報告を致します。

◎上半期会計報告

…会計の泉君より会計監査報告を受け、確認。

◎第２５２０地区（岩手県盛岡市）復興支援特別委

員会よりプロジェクトへの応援依頼について

…支援金とクラブのバナーを送ることを承認。

◎日本におけるロータリー平和センターを支援する

委員会より「東ケ崎潔記念ダイアログハウスへ募

金のお願い」について…保留。

◎1月26日(土)日置川プロバスクラブ創立11周年記念

大会に吉本幹事と私が出席する件 …承認。

◎内芝 殷典君を出席義務免除とする件（1ヶ月）

…承認。

◎稗田 智則君を出席義務免除とする件（半年）

…承認。

◎全国のロータリアン名簿の最新のものをクラブで

購入できないか …個人情報保護法等の問題から、

近年は配布されない事となっています。

田辺ＲＣ 中田 吉昭 様
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■例会日時変更

◎白浜ＲＣ 2月15日(金)→2月10日(日)10：00～

場所：串本ロイヤルホテル

◎橋本紀ノ川ＲＣ

1月29日(火)→1月27日(日)

場所：ラミ ダンファンス アラメゾン

＜新年親睦家族例会＞

◎和歌山南ＲＣ 2月22日(金)→2月22日(金)18：30～

場所：ダイワロイネットホテル和歌山4Ｆ

（和歌山東南ＲＣとの合同例会）

■メークアップ

◎1月16日(水)定例理事会

橋本 隆君、畑地 誠君、平野 好史君、

片井 貢君、森本 修至君、岡本 博君、

坂本 正人君、武田 静也君、竹村 英一君

■回覧

◎「シーカ93号」「英語版ロータリアン1月号」

◎「ハイライトよねやま154号」

◎「米山寄付12月度迄集計表」

◎「Ｒ財団寄付12月度迄集計表」

◎ガバナー事務所より

「関西国際空港での『ロータリー広報計画』へのお誘

い」「2012-13年度 インターアクトクラブ海外研修

報告会のご案内」

「2013-14年度のＲＩテーマは『ロータリーを実践し

みんなに豊かな人生を』～ＥＮＧＡＧＥ ＲＯＴＡ

ＲＹ ＣＨＡＮＧＥ ＬＩＶＥＳ～

◎「2月9日(土)・10日(日)串本ＲＣ主催による

第1組ＩＭの出欠表」

■連絡

◎「識字率向上運動協賛のお願い」の募金箱と年賀はが

きの書損じはがき等の受付箱をＳＡＡ・親睦の受付に

置いています。ご協力宜しくお願い致します。

副委員長 畔田 実 君 委 員 丸山 勇人 君

委 員 岡本 博 君 委 員 堀 龍雄 君

前期は２３回の例会がありました。

公式訪問 ２回 ガバナー 北中登一様

ガバナー補佐 廣本喜亮様

副代表幹事 山田正人様

行事 ５回 会長挨拶、活動報告 等

外卓 ９回 会員の皆様方のご紹介により目新し

いお話を聞く事ができたと思います。

私は特に乳癌の模型は興味深かったです。

内卓７回新会員さん６名の卓話も終りました。

又、新会員さんが入って来るのを楽しみにしています。

後期のプログラムはまだまだ空きがたくさんあります。

会員の皆様のおもしろいお話、待ってます。

外卓も紹介お願いします。

職業奉仕委員会としては、前期（前半）は、委員長会

議に出席した以外は何も活動しておりません。後半の予

定といたしましては、助産師の坂本フジエさん（88歳）

を例会（2月27日）にお招きし、講演をしていただきます。

また、長年のご活躍に対して、表彰並びに記念品の贈呈

を行いたいと計画しております。

副委員長 木村 壽一 君

委員長 渡口 眞二 君

8/19 クラブ社会奉仕委員長会議

和歌山市で開催、社会奉仕活動の意見交換をする。

どちらのクラブも高齢化とクラブ会員減少により、

奉仕活動が出来なくなってきている。

10/23 田辺市暴力追放決起集会及び街頭啓発パレード

雨天により文化会館にて決起集会を開く。

11/10 麻薬・覚せい剤乱用防止運動

街頭キャンペーンに参加、おーシティ前にてチラシ

配りを実施

11/21 万呂シニアパトロール隊に防寒着購入費用を助成

例会場にて金一封を進呈

11/24 世界エイズデー2012ｉｎ和歌山

和歌山大学にて啓発活動を実施。

副 委 員 長 佐田 一三 君

本 日 の プ ロ グ ラ ム

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

委員会活動報告発表(後半）

◎プログラム委員会

委員長 中川 文恵 君

◎職業奉仕委員長

委員長 片井 貢 君

副委員長 谷峯 正美 君

◎社会奉委員会

委員長 岡本 博 君

幹事報告

◎新世代委員会

委員長 平野 好史 君



７月２９日 テクスピア大阪にて新世代委員長会議に出席。

青少年交換プログラムの実施

７月３１日 西岡あかねさんがスウェーデンに出国。

８月１８日 スウェーデンからユルバさんが来日。ホスト

ファミリーさんの家庭でお世話になり始める。

８月２６日 りんくう国際物流センターで長期受入学生

の歓迎会に参加。

８月２９日 田辺東ＲＣに歓迎会をしていただきました。

９月１６日 第１回オリエンテーションに参加。

９月２６日 田辺市長表敬訪問。

１１月１８日 第２回オリエンテーションに参加。

（華道体験）

１２月１６日 第３回オリエンテーションに参加。

（クリスマス会）

１１月２日～５日 公益財団法人ＡＦＳ日本協会の留学生

たちと一緒に東日本大震災の被災地訪問と

東京観光に参加。

予定

２月１０日 第４回オリエンテーションに参加。

（伊勢研修～日本の文化を体験。）

３月２９日～３１日 大阪府立青少年海洋センターで開催

の第３２回青少年ライラ研修セミナーへ参加。

今年も神島高校の生徒さんに参加を呼びかけ

ています。

５月 広島での世界平和大会に参加。

副委員長 稗田 智則 君

委 員 藍畑 春雄 君

国際奉仕委員長として前半の活動報告致します。

副委員長には稗田さん、委員には藍畑さんの３名で構成さ

れ半年間活動して参りました。国際奉仕は、ロータリー財

団及び米山記念奨学会の活動を支援し協力することだと、

私は思っております。

ロータリー財団はご存知のように研究グループ交換GSEや

マッチング・グラントやポリオプラス、そして国際親善奨

学金などのプログラムが実施されております。

また米山記念奨学会の活動は日本国だけの独自プログラム

で、私は今その奨学生達26名（１０カ国）の２６４０地区

行事のお手伝いをさせていただいております。

前半は地区協議会にて奨学生と世話クラブのカウンセラー

とが初対面をし、その時に米山記念奨学制度の内容を説明

し、また奨学生がお金を受け取れるのは毎月１回例会場に

必ず出席し、現金で受け渡しをすることになっていたり、

学業やロータリークラブの奉仕活動などの報告書も定期的

に提出を求められています。このようなルールと義務など

を知ってもらったうえで、ロータリークラブの米山奨学生

として大学や大学院に通学し、勉学に専念できるよう、ま

た奉仕の理念も学んでいただく機会を与えられるものであ

ります。

わたしは「将来の日本の生きる道は平和しかない。その平

和日本を世界に理解させる為には、アジアの国々から一人

でも多くの留学生を日本に迎え入れて、平和日本を肌で感

じてもらうしかない。それこそ、日本のロータリーに最も

ふさわしい国際奉仕事業ではないだろうか。」という文章

が頭から離れません。

後半の活動も一生懸命こなしてまいりますので、よろしく

お願い申し上げます。

副委員長 小倉 貞三 君

ご承知のように、財団補助金の仕組みが大きく変化し、

事業活動は次年度から本格化するようですが、当クラブと

しては、まことに申し訳ありませんが具体的な事業計画は

まだ申請しておりません。

尚、皆様からの今日までの寄付額はベネファクター １名

（上原会員）、年次寄付３６名の合計 ４，６００ドルと

なっておりますが、今後も引き続きご協力をお願いいたし

ます。

副委員長 内芝 殷典 君

米山奨学会に多数のご支援をいただいております。

９月２０日 米山記念奨学生と米山学友会が中心となり、

熊野古道で道普請をし、古道の保全に貢献しました。米山

記念奨学生１０名と米山学友生２名、新宮ロータリークラ

ブから５名も参加してくださり、地区委員を含むロータリ

アン１３名の総勢２５名です。当クラブからは米山学友小

委員長の坂本正人君と、青少年交換委員の平野好史君と、

私、玉置も一緒に頑張って参りました。その夜は、ガーデ

ンホテルハナヨさんに於いて、田辺東RCの会員１９名と、

第２６４０地区ガバナー補佐の廣本喜亮様と田辺はまゆう

RCの松本博子様も加わり、歓迎会を行いました。多数のご

参加ありがとうございました。

９月２４日 白浜町に於いて清掃奉仕を行いました。その

後、白浜ロータリークラブの例会に出席させていただきま

した。

１０月２４日 米山奨学生に例会で卓話をしていただきま

した。ラオス出身の ドウアンピラー プッタワンくん。

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

◎国際奉仕委員会

委員長 坂本 正人 君

委員長 小山 實 君

◎Ｒ財団委員会

◎米山記念奨学委員会

委員長 玉置 和男 君


