
（敬称略）

◇委員会活動報告頑張って下さい。

後藤・橋本・木村・楠本・前田・森本

小倉・佐田・武田・谷峯・谷本・谷中

玉置・上原・早稲田・吉田・吉本

◇委員会活動報告頑張ります。 畑地・沖

◇内田様遠い所ようこそいらっしゃいました。 本田

◇随筆｢土｣購入頂きました。ありがとうございます。

上原

◇本人誕生日 中川

◇お花頂きます 山本

■本日のプログラムは委員会活動報告発表の前半です。

各委員長さん、宜しくお願い致します。

■6月8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。

■6月9日(日)ホテル サンルート関空に於いて、「青

少年交換長期受入学生への終了証書授与式」が開催さ

れました。ユルバ・アルベンクローネさんと平野好史

君、佐田一三君、玉置和男君、出席ご苦労様でした。

■本日例会終了後、定例理事会を開催致します。

理事・役員の方はお残りください。

■例会日時変更

◎那智勝浦ＲＣ

6月27日(木)→ 6月30日(日)18：00～

場所：新宮ユーアイホテル ＜家族親睦会＞

◎海南東ＲＣ

6月24日(月)→ 6月24日(月)18：30～

場所：「美登利」 海南市船尾185＜最終例会＞

7月 1日(月)→ 7月 1日(月)19：00～

場所：海南商工会議所４Ｆ

◎海南西ＲＣ

6月27日(木)→ 6月29日(土)18：30～

場所：「かめや」海南市野上中99 ＜最終例会＞

■メークアップ

◎6月8日(土)田辺湾クリーン作戦 参加

橋本君、平野君、石井君、泉君、小山君、畔田君、

丸山(勇)君、丸山(博)君、森本君、中嶋君、野村君、

岡本君、佐田君、武田君、谷本君、谷中君、玉置君、

早稲田君、山本君、安井君、吉田君、吉本君

◎6月9日(日)青少年交換長期受入学生への終了証書授

与式 平野君、佐田君、玉置君

■回覧

◎週報「橋本ＲＣ」「粉河ＲＣ」

◎田辺保健所衛生環境課

「平成２５年度『ダメ・ゼッタイ』普及運動６・２６

ヤング街頭キャンペーンの実施について（依頼）」

「『ダメ。ゼッタイ。』国連支援募金運動に対する協

力のお願いについて」
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◎「シーカ98号」

◎ガバナー事務所より

「『識字率向上月間ご協賛』のお礼」

「『ダメ、ゼッタイ』普及運動の協力について」

「6月9日(日)青少年交換長期受入学生への終了証書授与

式」の写真

◎第２６４０地区を正常化する会世話人からガバナーエ

レクト宛「申し入れ書」

◎クラブ協議会 及び 谷峯さん旭日小受章お祝いの会

のお知らせ

6月26日(水) あしべ様 PM6：30～ 新役員は6時から

■社会奉仕委員会 佐田副委員長

青少年交換留学生、ユルバさん

・玉置さん・平野さんと終了証

書授与式へ出席して来ました。

委員会活動報告

会場監督（ＳＡＡ ） 委員長 畑地 誠

今年一年皆様には多大なる御協力を

頂きました。本当に有難うございま

した。

お陰様をもちまして、今日のニコニ

コを入れまして２００万の大台を突破

しました。皆様と共に大いに喜びあい

たいと思います！！

会員皆様の御協力、又、副委員長様の多大なる御努力に

感謝致します。

過去決算を振り返ってみても２００万円突破はここし

ばらくなかったと思います。１２月の現在で1,126,000

集まっていましたから必ず行くと思っていましたが、毎

週必ず入れてくれる人の多い事に感謝しています。

増強委員会にも感謝致します。やはりメンバーが多い

と集まりも良いです。これで後藤君からかけられたプレッ

シャーもはね返せました。

あとお願いはホームクラブへの出席を是非高めて頂き

たいと思います。

安井・山本・渡口、3副委員長の頑張りに厚く御礼申

し上げます。ご苦労様でした。

又、楠本君の1日も早い病気克服、復帰をお祈り申し

上げます。この多額のニコニコを来年の40周年事業に有

意義に使って頂く様、谷中委員長、後藤副委員長にプレッ

シャーをかけまして、ＳＡＡの事業報告と致します。

クラブ奉仕委員会（Ａ部門） 委員長 竹村 英一

当委員会は会員増強委員会・Ｒ情報委

員会と連携し増強に努め、皆様方の努

力により新入会員が6名ありました。

御礼申し上げます。また退会防止に

関してはクラブ奉仕委員会（Ｂ部門）

及びその他の委員会とも連携をはかり

魅力ある例会とクラブの運営に努めさ

ていただきました。

Ｒ情報委員会 委員長 沖 史郎

本年度のＲ情報委員会の目標は、

１．ＲＩ、２６４０地区の活動状況を

各メンバーに報告する。

２．新会員の「ロータリー活動の理解

を深める」ための懇談会を行うこ

とでありました。

・地区の「問題点」が指摘されはじめて

２年余りが経過していますが、その正確な情報を把握す

ることは大変難しく、困惑が深まるばかりであります。

しかし本年度終期になり大きな動きがありました。地区

の各ロータリーの会長有志が集まり、「地区を考える会」

が発足したことです。今後の展開も難しいところがある

のでしょうが、地区活動の大きな過度期を迎えていると

申せましょう。

・新会員との懇談会は大変有意義なものでした。今年の

新会員は、すでに各分野でご活躍の方ばかりで、Ｒ情報

委員会としても大いに学習できた催しでありました。新

会員との親睦、そしてロータリー学習という意味におい

てもこの種の催しは必須のものと思われました。

クラブ奉仕B部門 委員長 武田 静也

早いものでもう1年が過ぎてしまい

ました。B部門も委員の皆様のお

かげで当初設定目標はほぼ達成

できたのではないかと思います。

出席委員会におきましては

丸山委員長の尽力のおかげで出席

率の向上に努めていただきました。

そのおかげで今年度の出席率はほぼ９０％以上を達成す

ることが出来ました。これは当クラブに取っては他クラ

ブに誇れるもので有り、皆様の理解と協力のおかげと考

えております。出席率の向上はクラブの活性化をもたら

すものであります。来期も引き続き出席率向上を目して、

クラブ一丸となって取り組んで行ってもらいたいと思い

ます。

会報委員は前田委員長のもと委員の皆様方の協力のお

かげで毎週滞りなく会報を発行することが出来たことに

感謝致します。会報と言えば例会の後居残りで会報作成

したり、編集したりで、余り会員の方々に好かれていな
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本 日 の プ ロ グ ラ ム

委員会報告



い部署ですがクラブにはなくてはならない存在であり

ます。縁の下の力持ちではありますが来期の会報の皆

様方にも引き続き頑張って頂きたいと思います。

親睦委員会は森本委員長を筆頭に委員皆様の協力と

会員皆様の当クラブへの協力と理解のお陰で、新人歓

迎会他多数の催し物を企画して頂き、家族新年会にお

きましては、出し物にいろいろと工夫を凝らして、会

員、会員家族とも楽しませてくれました。委員会の皆

様一年間ご苦労様でした。来期の親睦の皆様方にも当

クラブの活性化のため引き続き頑張って頂きたいと思

います。

プログラム委員会は中川委員長を先頭に委員の皆さ

ん、会員の皆様方に協力頂き、中川委員長のがんばり

により、聞き応えのある有意義な卓話を聞かせて頂き

感謝しております。又、突然の内卓依頼などにも会員

の皆様には快く引き受けて頂きありがとうございまし

た。来期のプログラム委員会の皆様にも引き続き頑張っ

て頂きたいと思います。

最後に各委員会の皆様、会員の皆様には一年間大変

お世話になりました。本当にありがとうございます。

来期も皆様の協力の下、ますますの当クラブの活性化、

発展を祈念いたします。

出席委員会 委員長 丸山 博之

年間出席率を、会員各位の御協力

により95％を達成出来ました。

ＩＭ１組では各クラブは出席率が

低下の事ときいております。欠席

者に対してメイクアップの励行を

ＦＡＸにてお勧め出来たのがよか

ったように思われます。

又、無断欠席もなく優秀な会員のおかげです。皆出席

者には記念品を贈り、功績を讃えます。

会報委員会 委員長 前田 吉彦

計画書に基づき、会報委員会の1年間

の取り組みを報告いたします。

１．毎週発行する。

例会の正確な記録及び報道を

行う観点から、会員 の奉仕活

動や家族会の写真等を織り交ぜ、

視覚的に 楽しめるように週報の

編集を行い、会報委員会のメンバ

ーの協力のもと、会員皆様方のご協力のお陰で達成す

ることが出来ました。

２．『ロータリーの友』を会員向けに周知する。

雑誌担当の上原委員に、ロータリーの友の読みどこ

ろを週報に載せていただきました。

３．週報のデータ化及びデータ配信を更に推進する。

週報の配信につきましては事務局の協力もあり、出

来たと考えております。

４．ホームページの維持活用を行う。

週報をホームページにアップし、活動状況を周知出

来たと考えております。

会報委員会の活動が滞りなく出来ましたのは、会員皆

様方のご協力のお蔭であります。ありがとうございま

した。次年度、会報委員長になられます 谷本委員に、

皆様ご協力よろしくお願いいたします。また、事務局

には週報の作成作業にご協力いただきまして、ありが

とうございました。

新世代委員会 副委員長 佐田 一三

１．２０１２～１３年度青少年

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に歓迎会をして頂きました。

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２日～５日 公益財団法人ＡＦＳ日本協会の留

学生たちと東日本大震災の被災地訪問と東京観光

に参加。

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）

２月９日～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

の第３２回青少年ライラ研修セミナーへの参加。

４月３日～５日 ユルバさんの祖父母がスウェーデン

より来日。熊野古道などの観光に招待。

５月１７日～１９日 青少年交換広島研修旅行に参加。

「２０１３年ロータリー世界平和フォーラム広島」

に参加。

６月 ９日 青少年交換 長期受入学生への終了証書

授与式に参加。

６月２０日 ユルバさんがスウェーデンに出発。

６月３０日 西岡あかねさんがスウェーデンから帰国。

２．第３２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。

３月２９日～３１日 大阪府立青少年海洋センター

への参加。当クラブから県立神島高校の田中さんと

井戸さんが参加されました。

５月 ８日にライラ研修セミナーに参加した県立神島

高校の田中さんと井戸さんに、当クラブの例会に於

いて卓話をしていただきました。
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親睦委員会 委員長 森本 修至

親睦委員会の年間活動報告を致します。

（１） ８月 １日 新入会員歓迎会

参加人数 ３０名（於）あしべ

（２） ８月２９日 青少年交換留学

生歓迎会

（ホストファミリーもご招待）

参加人数 ３４名（於）ハナヨ

（３） ９月２０日 米山奨学生歓迎会

（米山委員会に協賛）

参加人数 ２３名（於）ハナヨ

（４）１０月 ６日 花火観賞家族会

（留学生とホストファミリーもご招待）

参加人数 ３７名（於）栗山様邸 別宅

（５）１１月 ７日 新入会員歓迎会

参加人数 ３２名 （於）あしべ

（６） １月 ９日 新年初例会＆家族会

参加人数 ９２名 （於）ハナヨ

（７） １月２３日 グルメの集い

参加人数 １８名 （於）あしべ

（８） ４月 ６日 お花見にちなんだ懇親会

参加人数 １８名 （於）焼肉 松島園

（９） ６月 ７日 青少年交換留学生歓迎会

（ホストファミリー、２家族もご招待）

参加人数 ３６名 （於）ハナヨ

（１０） ６月２６日

谷峯さん 旭日小受章 お祝いの会

（於）あしべ にて開催予定

以上の活動を致しました。

親睦委員会の皆様、ご協力ありがとうございました。

会員の皆様、親睦活動に参加していただきありがとう

ございました。
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ユ ル バ 送 別 会

田 辺 湾 ク リ ー ン 作 戦


