
（敬称略）

◇お世話になります。田辺はまゆうRC 山本 佳弘様

◇本日のフォーラム宜しくお願います。 谷中

◇40周年記念事業フォーラム がんばってください。

橋本、平野、本田、木村、小山、楠本、前田、

丸山（博）、森本、野村、小倉、岡本、佐田、

坂本、竹村、谷本、玉置、内芝、上原、早稲田

山本、吉本

◇順ちゃん頑張って。 沖

◇忘年会、御利用ありがとうございました。 吉田

◇もしかしたら皆様とはお目にかかるのは今日が最後

となるかもしれません。 来週から旅行に行きます。

アフリカです。赤道直下のケニア、ナイロビから南

の端の南アフリカケープタウン喜望峰まで、8000キ

ロをバイクで走ります。日本列島端から端まで2700

キロですから、１往復半で１日250㌔から500㌔走り

ます。予定では35日間8ヶ国 ケニア、タンザニア、

マラウイ、ザンビア、ジンバブエ、ボツワナ、ナミ

ビア、南アフリカ喜望峰まで走ります。すでにバイ

クは9月に横浜から発送しています。

今までバイク旅行は、アメリカ横断、シルクロード、

チベット横断、ヨーロッパ8カ国、カナダ横断、をやっ

てきましたが年々反射神経が鈍くなっているのが心

配です。バイク旅行は大変危険でして転倒したら終

わりです。事故率20パーセントもあります。何もな

ければ帰国の予定は来年の1月18日です。68歳です。

栗山 侑三

◇本人誕生日 森本・武田・渡口

◇来年の今頃は50歳になっています。 後藤

◇12月13日に53歳となります。息子も大学に（推薦で）

無事合格となり楽しい正月を迎えられます。 稗田

◇奥様誕生日 泉・早稲田

◇お花頂きます。 丸山（博）

■本日のプログラムは、40周年事業フォーラムです。

委員長の谷中順次郎君、委員の小山實君、武田静也

君、岡本博君、平野好史君、後ほど宜しくお願い致

します。

■12月10日(火)、40周年事業委員会と親睦委員会の打

合せが行われました。出席していただいた 後藤君、

平野君、本田君、片井君、木村君、小山君、前田君、

岡本君、佐田君、坂本君、武田君、谷中君、玉置君、

渡口君、山本君、吉本君、ご苦労様でした。

■本日、例会終了後に定例理事会を開催いたします。

理事・役員の方はお残り下さい。

■例会変更

◎白浜ＲＣ 12月27日(金)→ 休会

2014年 1月 3日(金)→ 休会

◎新宮ＲＣ 12月25日(水)→ 休会

2014年 1月 1日(水)→ 休会（祭日）

“国家斉唱””奉仕の理想”

吉本 正美 君

40周年記念事業フォーラム
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51名 2名 10名 79.59％

11月27日修正出席率 95.83％

司会者

唱 歌

竹村 英一 会長 出席報告

田辺東ロータリークラブ週報
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会長報告

幹事報告

11月平均出席率 96.63％

プログラム



1月 8日(水)→ 1月 8日(水)18：30～

場所：「かわゐ」 ＜新春夜間例会＞

◎御坊東ＲＣ 12月18日(水)→ 12月21日(土)18：30～

場所：「一楓」 ＜忘年例会＞

12月25日(水)→ 休会

2014年 1月 1日(水)→ 休会（祭日）

1月 8日(水)→ 1月 7日(火)12：30～

場所：御坊商工会館4階

＜新春3クラブ合同例会＞

◎高野山ＲＣ 12月27日(金)→ 休会

2014年 1月 3日(金)→ 休会

1月 8日(水)→ 1月 8日(水)19：00～

＜新年例会＞

■メークアップ

◎12月10日(火)40周年事業委員会及び親睦委員会

後藤君、平野君、本田君、片井君、木村君、

小山君、前田君、岡本君、佐田君、坂本君、

武田君、谷中君、玉置君、渡口君、山本君、

吉本君

■回覧

◎週報「粉河ＲＣ」

◎「シーカ104号」「やおきジャーナル62号」

◎日通旅行株式会社様よりパンフレット「2014年度

国際ﾛｰﾀﾘｰ年次大会～ オーストラリア・シドニー ～」

◎ロータリーの友事務所より

「2012-13年度『(社)ロータリーの友事務所』事業報告」

◎「英語版ロータリアン12月号」

◎「ガバナー月信12月号」

◎「『ロータリーの友』12月号地区だより」

◎ガバナー事務所より「ご報告」

（3クラブ「解散命令」並びに6名の「懲戒処分」を

ＲＩに通知致しましたことをお知らせいたします。）

◎和歌山城南ＲＣより

「御検討お願い（会長会議 提案議案について）」

「御検討のお願い」「ご連絡」

◎「家族新年会のご案内」

◎「年次総会および忘年会の写真」

■連絡

◎ロータリーの友12月号が届いています。各自トレーに

入れています。

４０周年委員会フォーラム

４０周年委員会 委員長 谷中 順次郎

４０周年記念事業委員会 委員長 平野 好史

４０周年記念式典 委員長 小山 實

４０周年記念誌委員会 委員長 岡本 博

４０周年記念ゴルフ委員会 委員長 武田 静也

４０周年記念事業委員会

１．ＪＣとの共同事業も順調に進んでいます。最終のパ

フレットではありませんが参考に提示します。

２．駐車場の確保は会員皆様の協力のお陰で絶対 は確保

するに至りました。

３．ハナヨさんの開場を本館２階部分まで借りたいと言

うJCの希望で交渉し了承を得ることが出来ました。

つきましては余分に予算もかさみますのでJCに対し

て追加予算を計上できるかも今後の検討課題である。

４．東クラブが担当する日赤ブースは、医師1人、看護師

2人、広報担当2人で構成され、献血に対する正確な

知識の修得と献血への理解をテーマにやっていただ

くことになっています。 自衛隊に関しては二階事

務所を通じて只今検討を重ねてもらっていますが、

今のところ詳しい内容はわかっていません。期日は

今月中と伝えていますので何らかの回答が来るもの

と思います。米山奨学生、米山学友会を主体とする

国際交流ブースの構築ですが、坂本地区米山学友小

委員長を中心に御願いをしていますがまだ具体的案

ができあがっていません。今後早急に取り組んで行

きたいと考えています。 岡本会員が担当する、ア

マチュア無線ｺｰﾅｰに関しては岡本会員が粛々と準備

していただいていますので、具体的に披露するのに

もう少し時間を頂きたいと思います。

５．その他、当日の人員配置、昼食の用意等は順次、準

備していく予定です。
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本 日 の プ ロ グ ラ ム



４０周年式典委員会

１．記念講演は内山りゅう氏に講演料￥２００，０００

－で決定しました。

２．招待者に関しては現在検討中です。

３．式典プログラムは３０周年を参考にして時間的に１

時間程度で収まるようにすることに決定。

４．記念写真は撮ることに決定ですが、配布方法、撮る

時間帯など検討中です。

５．例会参加者への記念品についても検討中です。

６．基本的に内容は３０周年を踏襲しますが、検討中の

課題が山積ですが、少しずつですが解決に向けて検

討しております。

７．例会記録はビデオ、写真等で残すことを決定。これ

は会員に配布するためでなく、今後の周年事業の参

考とするための記録とします。

４０周年記念誌委員会

１．構成員の確認と役割分担を決定

２．記念誌の内容の検討特に個人情報に関しては慎重に

取り扱うことを決定

３．30周年記念誌に準ずる形式とすることを決定

４．記念誌表紙に記載する題名を漢字一文字程度で表現

する。委員で何点か考えてフォーラムに発表し、そ

の他会員の皆さんから意見を頂くことを決定

５．記念誌発行部数については200から250部程度にする

ことを決定

４０周年記念ゴルフ委員会

１．案内範囲は第２６４０地区和歌山全県と前イースト

クラブコンペ会参加の皆さん、それにJCとの共同事

業もあるのでJCから３組程度招待することを決定。

２．パーティ費は余り貧弱にならないように考えて設定

することを決定。

３．参加賞に関しては余り安っぽくならないもので、ラ

ビームにも貢献できればと言うころで検討中です。

２月までに決定予定。

４．賞品に関してもただ今検討中。３月中には決定した

いと考えています。

５．記念写真の撮影を行う。JC共同事業の兼ね合いで白

井さんに決定。

６．ラビームに設置する看板は玉置さんに御願いするこ

とを決定。

７．４０周年記念ゴルフコンペに当たり、東クラブゴル

フ同好会も追加出資をすることを決定。金額は￥１

００，０００－程度とする。

８．その他、当日は記念ゴルフ委員会だけでは人手不足

なので幅広く会員皆様のご協力を御願いします。

４０周年記念ゴルフ大会 ２０１４年４月１９日(土)

場所：ラビーム白浜ゴルフクラブ

４０周年記念事業 ２０１４年４月２７日(日)

場所：ガーデンホテル ハナヨ

４０周年記念例会 ２０１４年５月１７日(土)

場所：ガーデンホテル ハナヨ
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米山奨学生による熊野古道の道普請と歓迎会および白浜RC例会参加と田辺高校生とのワークショップ


