
（敬称略）

◇委員会活動中間報告発表頑張って下さい。

愛須、後藤、本田、堀、片井、木村、丸山(博)、

森本、中川、野村、岡本、武田、竹村、谷本、

谷中、内芝、上原、早稲田、渡口、安井、吉田、

吉本

◇委員会報告トップバッターです。宜しく。 山本

◇委員会活動中間報告発表します。よろしく。 泉

◇家族会での御利用有難うございました。 杉若

◇住居表示が変わりました。田辺市天神崎になります。

今後も宜しくお願い申し上げます。 坂本

◇吉本さん昼間から赤い顔して歩いてました。

お正月ですね～。 橋本

◇本人誕生日

◇ＤＮＡは短命なんです。６６才まで生きてて

もうけもの。です。 沖

◇奥様誕生日

◇いつまでも綺麗でお願いします。 森本

◇感謝！！感謝！！ 谷峯

◇結婚記念日

◇色あせて絡んだ糸をときほぐす。

四十年の記念日に 佐田

◇お花頂きます。 玉置

■本日のプログラムは、今週と来週の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。

■ガバナーエレクト事務所より2014-15年度 RIテーマ

が送られてきました。

「ロータリーに輝きを」LIGHT UP ROTARY

■1月14日(火)、40周年記念事業委員会の打合せが行わ

れました。出席していただいた皆様、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・

役員の方はご出席下さいますようお願い致します。

■例会変更

◎那智勝浦ＲＣ

1月23日(木)→ 1月19日(日)18：30～

場所：ホテルなぎさや

＜家族親睦新年会及び新入会員歓迎会＞

■メークアップ

◎1月14日(火)40周年事業委員会（JC様との打合せ）

愛須君、後藤君、岡本君、武田君、谷中君、山本君

■回覧

◎週報「新宮ＲＣ」

◎「シーカ105号」「南方熊楠ニュースレター№20」

◎「JCニュース12月号」

◎米山学友 李君様（2008-2009年度米山記念奨学生

山形県）より

「神韻世界ツアー2014日本公演のご案内」

◎（社）ロータリーの友事務所より

「『ロータリーの友』電子版のご案内」

◎「米山寄付11月度迄集計表」

◎「R財団寄付11月度迄集計表」

◎米山奨学会より「冊子DATA＆FACTSの数値記載誤りに

ついてお詫びと訂正(お知らせ)」

◎「英語版ロータリアン1月号」「ガバナー月信1月号」

◎「『ロータリーの友』1月号 地区だより」
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野村 憲司君
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例会：毎週水曜日 12：30～

2014年 1月15日（水）

会員数 義務免除 欠席者数 本日出席率

51名 4名 13名 72.34％

12月18日修正出席率 93.62％

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

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

会長報告

幹事報告

12月の出席率 94.41％



◎RI第2640地区ガバナー久保治雄様、他より年賀状が届

いています。

◎森本鉄工（有）代表取締役 森本泰弘様より会葬御礼

が届いています。

◎ガバナーエレクト事務所より

「2014-15年度 RIテーマ 『ロータリーに輝きを』

LIGHT UP ROTARY」

◎ガバナー事務所より

「2013-2014年度『ＲＩ意義ある業績賞』についての御

案内」「推薦書式」「日本人親善朝食会の登録の御案

内」「日本人親善朝食会登録申込」

「2015～2016年度ガバナー候補者推薦書提出のお願い」

「ご報告」「『機能の喪失』および『瑕疵ある』クラ

ブ通知」（ガバナーエレクト辻秀和会員所属の河内長

野ＲＣに対して）

◎和歌山城南ＲＣより

「御連絡ならびにお願い」「RI会長・理事宛て」

「ご連絡とお願い」

「国際ﾛｰﾀﾘｰ第2640地区所属 ロータリアンの皆様へ」

「新年御挨拶」「RI会長・理事宛て」

◎和歌山南ＲＣより

「クラブ会長会議議事録送付」「お知らせ」

「2015-2016年度ガバナーノミニー候補推薦書」

「クラブ会長会議開催通知」

■連絡

◎（社）ロータリーの友事務所より「『ロータリーの友』

電子版のご案内」が届いています。

電子版の閲覧方法はロータリーの友のホームページ

www.rotary-no-tomo.jp にアクセスして、『ロータリー

の友』電子版をクリックして、IDとパスワードを入力

してください。

ID：rotary パスワード：rotary

ＳＡＡ

委員長 山本 亘君

私共ＳＡＡ委員会は、委員長の山本を始め、副委員長

の丸山(博)さん、委員に栗山さん、中川さん、丸山(勇)

さん、岩崎さん、石井さんの７名で活動しています。ニ

コニコ箱につきましては、会員さんの多大成る協力によ

りニコニコ箱の半期目標を軽くクリアーするとともに秘

かなる裏目標に何とかタッチしております。本当に有り

難うございました。後期もこの調子を維持し裏目標達成

に向けて頑張ります。また、会場運営につきましても皆

さんのご協力に感謝するとともに、今後ともより一層の

ご協力をお願い致します。

ＳＡＡ委員一同

クラブ奉仕（A部門）

委員長 谷中 順次郎君

会員の勧誘と退会防止を主題にしています。

現在１名の純増となっております。

R情報については地区のガバナー問題の目処が立たない状

況です。

今後を注視していきたいと思います。

会員増強委員会

委員長 泉 房次郎君

本年度の重点目標

１）退会防止の努力に努める

実質退会者は０でした。９月末日に宇都君が転勤に

よる退会。後日大久保君が１１月２０日に入会され

ました。

２）過去に挙がった新入会員候補・元会員様の資料を整

理・検討・吟味する。

色々とアプローチをしていますが一旦退会すると、

年齢も重ね再度入会に抵抗があるようです。１人は

引き続き交渉中です。

３）会員相互の連絡を密にして入会情報をキャッチして

入会してもらうよう努力します。

後半も引き続き努力します。

４）新入会員純増３名以上目指す。

残念ながらその域に達っしておりません。現在純増

１名です。後半各委員と話し合いながら頑張ります。

Ｒ情報委員会

委員長 西谷 次彦君

情報委員会として、地区に関する情報が本来のロータリー

活動に対して、健全にして明るいニュースで会員の皆様

にお伝え出来ないのが残念でなりません。入って来る情

報はガバナーに関連した墳丘の話ばかりで今も継続中で

あります。今年度も残すところ６ヶ月弱となってまいり

ました。私共会員の立場から見まして、もっとも関心が

有るのは次の３点にしぼられるのではないでしょうか。

１つ目は 今のガバナーがどうなるのか

２つ目は 次年度のガバナーがどなたになるのか

３つ目は 次次年度のガバナーノミニーが誰なのか

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

本 日 の プ ロ グ ラ ム

委員会活動中間報告発表



丁度１月号のガバナー月信が届いています。回覧しており

ます。参考になる記事が載せられていますので御覧頂け

たらと思います。今後はＲＩ本部の動きも注視しながら

成り行きを見守りたいと思います。進展状況に変化が有

れば逐一御報告申し上げます。いずれにしましても１日

も早い解決がなされる事を祈るばかりです。

クラブ奉仕（Ｂ部門）

委員長 本田 耕二君

出席委員会は、昨年の丸山委員長の素晴らしい出席率に

負けない位高い出席率で、岡本委員長推薦のＥクラブへ

のメーキャップもかなり浸透したように思えてきました。

会報委員会は、正確な情報提供で、とても手作りとは思

えない程良く出来ており、毎週の居残り作業ご苦労様で

す。親睦委員会は、花火、忘年会、新人歓迎会、米山奨

学生との交流会等、例年以上に楽しく、充実し、特に先

週の家族新年会では、今までに無い程の盛り上がりで、

とても楽しい一時をご家族に提供出来ました。ご苦労様

でした。最後に、プログラム委員会は毎週の例会プログ

ラムにさぞ頭を悩まされた事でしょうが、いつも充実し

た内容でとても嬉しく思っています。後半年ありますが、

引き続きこの好調さを持続したいと思います。

出席

委員長 岡本 博君

出席委員会では、昨年度の丸山委員長がご尽力いただき

ました高い出席率に当初は大変なプレッシャーを感じて

いましたが、会員の皆様によるメーキャップの参加によ

り、当初私が思っていた以上に素晴らしい出席率になっ

ています。今年は４０周年を控え、各組織も活発に活動

いただいておりまして、それぞれ時間を割きメーキャッ

プしていただいております。また、Eクラブへのメーキャッ

プも参加していただいた結果となっています。今期後半

も、皆様の積極的なメーキャップをお願いいたします。

会報

委員長 谷本 司君

１．例会の正確な記録、及び、報道を行う。

各委員会の協力を得て、話題や活動が十分に取り上

げられるように努めます。

２．会員や行事の写真を織り混ぜ、視覚的に楽しめるよ

うに編集する。

３．毎週発行する。

４．「ロータリーの友」を会員向けに周知する。

５．週報のデータ化及びデータ配布を更に推進する。

６．ホームページの維持活用を行う。

会報委員会の皆様のおかげで毎週会報を作成することが

できております、感謝いたします。

また、ドロップボックスを活用することで会報作成が

スムーズにできるようになりました。

親睦委員会

委員長 佐田 一三君

１月８日の新年家族会では親睦委員の皆様には何かにつ

け御協力頂き有難う御座いました。またアトラクション

の段取り等御協力いただきました会員の皆様、誠に有難

う御座いました。楽しい家族会を無事開催できましたこ

と、この場をお借りして、御礼申し上げます。

これより親睦委員会の中間活動報告を発表させていただ

きます。

9月7日 西岡あかねさん帰国報告会

（西岡さんのご家族をご招待）

参加者35名 ガーデンホテルハナヨ

9月4日 米山奨学生・新会員 歓迎会

（権梅紅様）（奥平朋久君）

参加者37名 あしべ

9月26日 宇都達裕さんの送別会

参加者27名 まるた

10月5日 花火を見る会（家族会）

参加者29名 栗山会員別宅

11月14日 2640地区米山記念奨学生 歓迎会

参加者18名 ガーデンホテルハナヨ

12月4日 忘年会

参加者40名 あしべ

1月8日 新年家族会

参加者84名 ガーデンホテルハナヨ

以上の活動を行いました。

皆様のご協力に感謝致します。

次週後半発表の委員会の皆様
よろしくお願いいたします。

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


