
（敬称略）

◇本日お世話になります。

田辺はまゆうＲＣ 小倉孝章様

横田 要様

◇横田様、いつもお世話になってます。今年もいっぱ

い治しに行きます。 野村

◇委員会活動中間報告発表頑張って下さい。

愛須、後藤、平野、木村、小山、丸山（博）

中川、武田、竹村、谷本、玉置、内芝、上原、

山本、安井、吉田

◇夫婦で1週間カゼひいてまんねん、寝込んでます。

北村

◇久しぶりに歌いました！！上手でしょう。 佐田

◇お久しぶりです。 楠本

◇しばらく冬眠します。 小倉

◇早退お詫び 石井

◇結婚記念日 前田

◇記念日を 重ねるごとに 思い知る

亭主関白 蟷螂の斧 小山

◇お花いただきます。 渡口

■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(日)、日置川プロバスクラブ創立12周年記念

大会へ出席して参ります。

■1月26日(日)2014年度米山記念奨学生の選考会に2640

地区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。

■1月15日の定例理事会の報告を致します。

◎上半期会計報告…会計の沖君より会計監査報告を受

け、確認。

◎ニコニコ箱より40周年事業会費へ50万円振替につい

て…承認。

◎1月26日(日)日置川プロバスクラブ創立12周年記念大

会に会長が出席する件…承認。

◎バギオ基金への寄付の件…見送る。

◎事務局のパソコンが故障したため新規購入の件…見

積書通り承認。

◎クラブ会長会議からのお願いの件…要請書に署名す

る。

◎2月1日(土)クラブ会長会議の件…後藤君、沖君、岡

本君、武田君、谷中君の５名が参加する。

■例会変更

◎串本ＲＣ

1月28日(火)→ 1月26日(日)18：30～

場所：精乃門 ＜新年移動例会＞

■回覧

◎リコー・ジャパン様より

「情報発信 感謝祭2014 のご案内」

◎(株)フジマキネクタイ様より

「2014-15年度ロータリー国際会長テーマ商品のご案内」

“北の旅人 ”

佐田 一三 君

田辺はまゆうＲＣ 小倉孝章様

横田 要様
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例会：毎週水曜日 12：30～

2014年 1月22日（水）

会員数 義務免除 欠席者数 本日出席率

51名 3名 12名 75.00％

1月8日修正出席率 100％

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

ビジター



◎ロータリーニュースより

「フィリピン台風 世界中のロータリークラブが支援」

「ロータリー会員を狙った偽装メールにご注意ください」

◎ガバナーエレクト辻秀和様より、アメリカカリフォル

ニア州サンディエゴの国際協議会の会場より「2014-15年

度 国際ロータリーのテーマ ロータリーに輝きを」の

ご案内

◎ガバナー事務所より

「米山奨学期間終了式および歓送会のご案内」

◎和歌山南ＲＣより

「通知書 ガバナー・ノミニー選出の件」

「抗議文（久保ガバナー宛て）」

「ご連絡（各クラブ会長宛て）」

プログラム

委員長 杉若 雅宣君

会長方針「郷土の歴史に学び、若者に明るい未来を」

のもと、出来るかぎりおもしろい例会にしたいと努力し

ています。

熊野古道や熊野本宮、高野山など、郷土の歴史に関す

るテーマで外卓をお願いしました。又、東北の被災地

福島県の児童を招いた事業についてお話をお聞きしまし

た。旬の話題として、文里湾架橋についてや銀行のうら

話や国体についてお話をお聞きしました。

又、各委員会の月間にあわせて毎月一週、委員会に担

当してもらっています。

職業奉仕委員会

委員長 木村 壽一君

１．事業所の見学と研修を実施する

移動例会で田辺商工会議所に10月9日訪問しました。

会議所の事業内容は大きく分けて

経営改善・普及事業（金融、税務、情報）

地域総合振興事業 （相互扶助、親睦）

中小企業相談室) （経営指導員）他

の説明を受けました。

奥の深いはばの広い事業に取り組んでいると思いました。

２．職業活動奉仕について

地域社会に貢献されている事業所、又働いている方の

表彰を計画しています。

社会奉仕委員会

委員長 玉置 和男君

社会奉仕委員会の中間活動報告を発表いたします。

7/22 福島県児童の招待事業に活動支援金を寄贈

上富田町庁舎町長室に於いて、上富田町小出町長と

上富田町青少年育成町民会議 上羽会長に、福島県

児童の招待事業「出会いふれあい体験教室」に活動

支援金を寄贈。

(社会奉仕から１０万円、新世代と合わせて２０万円)

9/26 串本町竜巻被害に対する支援。（５万円）

10/22 田辺市暴力追放決起集会及び街頭啓発パレード

街頭啓発パレードに１３名参加。

11/16 麻薬・覚せい剤乱用防止運動

街頭キャンペーンに参加、オーシティ前にてチラシ

配りを実施。９名参加。

新世代

委員長 渡口 眞二君

今年度の活動計画は、下記の通りです

1.RYLA(Rotary Youth Leadership Awards) ﾛｰﾀﾘｰ青少年

指導者養成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑへの参加

２.RYLAに長年参加して頂いている団体へ、ﾛｰﾀﾘｰとその

理想を知ってもらうために図書等の寄贈を行う

活動計画に対して前期の活動を報告いたします

１．RYLAは開催されておりません。例年通りですと３月

の後半に開催される予定ですが本年度は開催取りやめ

になりました。

２．図書等の寄贈につきましては、まだ行なっておりま

せん。これについては、予算が残っておれば後期で行

いたいと考えております。

その他、上富田町青少年育成町民会議の福島県児童の

招待事業「出会いふれあい体験教室」に対して活動支援

金として10万円を協賛しております。

また、2014年～2015年度にかけて地区より青少年交換

留学生、及び短期留学の募集がありましたが、当該の件

につきましては、当クラブの担当範囲内では応募者があ

りませんでした。

これから、後期も委員会のメンバーとともに活動を進

めていきます。

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

本 日 の プ ロ グ ラ ム

委員会活動中間報告発表



国際奉仕委員会

委員長 畔田 実君

1.ロータリー財団、米山奨学会の活動を支援する。

2.WFA（世界親睦活動）を推進していく。

米山奨学生、権梅紅さんの活動報告

例会出席 4月17日、5月15日（田辺東RC ）

6月19日、7月22日（有田2000RC）

8月21日、9月25日（田辺東RC）

10月29日 （有田2000RC）

11月27日 （田辺東RC）

次回例会出席は 1月29日です。

田辺東ロータリークラブによる歓迎会

9月4日 あしべ

2640地区米山奨学生と学友による「熊野古道道普請」

田辺東ロータリークラブによる歓迎会

11月14日 ハナヨ

田辺東ロータリークラブ例会卓話

11月27日「私の夢」

その他活動報告

台風30号の被害によるフィリピンへの義捐金

12月19日ガバナー会へ5万円送金

Ｒ財団

委員長 小山 實君

・財団月間にちなみ大森地区財団委員長に卓話をしてい

ただきました。

・昨年度申請の上富田町青少年育成会議活動助成金につ

きましては地区よりいまだ連絡がありません。

・次年度の申請につきましては検討中で近々申請の予定

です。

・竹村会長よりベネファクターとして30万円のご寄付を

いただきました。厚くお礼を申し上げます。

・一般寄付につきましては12月末までに22名の会員より

ご協力をいただきました。有難うございます。

今後今少しのご協力をお願いします。

米山記念奨学会

委員長 片井 貢君

→ 代理 玉置 和男君

１１月１４日

昨年につづいて、米山奨学生と米山学友会が、熊野古道

で道普請をし、古道の保全に貢献されました。

田辺東ＲＣからも有志の方が参加協力してくれていま

す。

また、その夜は、ガーデンホテルハナヨさんで歓迎会

が行われ多数のご参加をいただきました。

１１月１５日

白浜に一泊された、米山奨学生と米山学友会ご一行は、

白浜ロータリークラブの例会に出席し昼食を共にさせて

頂きました。

その後、田辺高校に移動し、ワークショップを行い高

校生と米山奨学生の活発で有意義な交流が行われました。

田辺東ＲＣからも有志が参加・協力をさせて頂きまし

た。

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


