
（敬称略）

◇委員会活動報告発表、頑張ります。

泉・岡本・佐田・谷本・谷中・山本

◇活動報告頑張って下さい。

後藤・小山・前田・丸山（博）・森本・中川・

坂本・竹村・玉置・早稲田・吉田・吉本

◎本人誕生日

50代最終の誕生日です。長生きできるように

がんばるど！！ 片井 貢

◎結婚記念日

いつもありがとう❤ 野村 憲司

◇お花頂きます。 上原

■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。

■泉州KUMATORIロータリーEクラブよりクラブ名称変更

のお知らせが届いております。5月21日付にて国際ロー

タリーより名称変更が承認されました。

新称：ワールド大阪ロータリーEクラブ

（Rotary E-Club of world Osaka JAPAN）

■米山記念奨学会より感謝状が届きました。

第３回米山功労者マルチプル 浦地 章君

■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

◎海南東ＲＣ

6月30日(月)→ 6月30日(月) 18：30～

場所：「美登利」（船尾185）

＜今期最終例会＞

7月 7日(月)→ 7月 7日(月) 19：00～

場所：海南商工会議所4F

■回覧

◎社会福祉法人ふたば福祉会「この街でVOL.24」

◎田辺市長 真砂充敏様より

「平成26年度田辺湾クリーン作戦について（お礼）」

◎「米山寄付5月度迄集計表」「5月の寄付金傾向」

「米山功労者一覧表（浦地 章君）」

◎ガバナー事務所より

「RI第2640地区 2013～2014年度 インターアクト

クラブ新入生歓迎会の御案内」

◎クラブ協議会のご案内

6月25日(水) あしべ様 午後6：30～

新役員は6時から

■連絡

◎週刊折込生活ニュース紙に5月28日のセントポーリア

様に於いての移動例会の様子と、当クラブの創立40

周年のあゆみが掲載されています。

◎旧称：泉州KUMATORIロータリーEクラブ

↓

新称：ワールド大阪ロータリーEクラブ

（Rotary E-Club of world Osaka JAPAN）

“くちなしの花 ”

野村 憲司君

VOL40 No.45第1933回 例会

ニコニコ箱

2013－14年度

2013-14年度RI会長：ロン D・バートン

第2640地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ： 久保 治雄

創立：昭和49年5月15日

会長：竹村 英一

幹事：後藤 信博

会報：谷本 司

事務所：田辺市下屋敷町81－10

きのくに信用金庫田辺支店3F

Tel 0739-24-6427 Fax 0739-34-5008

E-mail t-eastro@mb.aikis.or.jp

例会：毎週水曜日 12：30～

2014年 6月11日（水）

会員数 義務免除 欠席者数 本日出席率

51名 7名 11名 75％

5月28日修正出席率93.02％ 5月平均出席率94.88％

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



■委員会活動報告（前半）

◇会場監督（ＳＡＡ）

委員長 山本 亘君

副委員長 丸山 博之君

委員 栗山 侑三君

中川 文恵君

丸山 勇人君

岩崎 泰人君

石井 達君

ＳＡＡ事業報告

＜活動方針＞

１ アットホームな中にも、秩序と

気品のある例会運営を心掛ける。

２ ゲスト、ヴィジターに、気持ちよく感じて頂けるよ

う心配りをする。

３ 例会場の整理、整頓に努める。

上記の活動方針に沿って委員一同活動して参りました。

その中にあって、

アットホームな雰囲気を醸し出す施策として

「お祝い行事での、メッセージ投稿への呼びかけ」

例会場の整理、整頓の一環として

「後片付け励行」協力への標語札設置と呼びかけ

等、会員皆様のご協力をえて何とか務め上げることがで

きましたことを感謝いたします。

尚、ニコニコ箱においては何かと物要りの中、今年は

クラブ創立４０周年に当たり、皆様方の多大のご協力を

得て目標金額を大幅にクリアーすることができましたこ

とを茲に報告し感謝申し上げます。

ご協力ありがとうございました。

◇クラブ奉仕委員会（Ａ部門）

委員長 谷中 順次郎君

委 員 泉 房次朗君

西谷 次彦君

会員増強委員会と情報を密にして増強を常に念頭にお

いた一年であったが、予定通りにいかなかった。

今期は４０周年記念の年度であり、委員会相互の連携

がなされ魅力のある例会運営ができ、クラブの活性化を

はかる事が出来ました事を各委員会の方々のお陰と感謝

申し上げます。

◇会員増強委員会

委員長 泉 房次朗君

副委員長 早稲田清司君

委員 谷峯 正美君

杉若 雅宣君

内芝 殷典君

安井 忠雄君

稗田 智則君

会員増強担当 坂本 正人君

職業分類担当 堀 龍雄君

・退会防止の努力に努める。

今現在、実質退会者はなく良かったと思います。

・過去に挙った新入会員候補，元会員さんの資料を整理、

検討、吟味する。

新入会員候補１名件についてはアプローチしましたが、

仕事が多忙で出席できないということで時期待ち状態

です。

元会員さん１名についても話はしましたが、現在組

合の役員でもあり、多忙で時間的に無理ということで

す。再度時期をみて勧誘したい。

・会員相互の連絡を蜜にして入会情報をキャッチし入会

をしてもらうよう努力します。

今期も引き続きお願いしたいと思います。

・新入会員純増３名以上を目指す。

残念ながら純増１名に終わり力不足で申し訳ありませ

ん。

◇Ｒ情報委員会

委員長 西谷 次彦君

委 員 上原 俊宏君

橋本 隆君

情報委員会は地区の活動状況について、会員の皆様に

ご報告致すのが主な役目と心得ております。今年度に関

しましては、ロータリーの本来の活動についての情報が

なく、皆様にお伝え出来なかった事が残念であります。

地区のガバナーは一体どの様な方がふさわしいのか、

大変その決定について難しい状況の時代に入ってきたと

思います。今後の選出に当たっては、選出された人物が

明らかに不適格でないかぎり全ての会員が認め合ってゆ

く事が、地区が健全に運営されるのではないでしょうか。

情報委員会としましては、地区の状況についてわかって

いる事はちくいち報告してまいります。

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

プログラム



◇出席委員会

委員長 岡本 博君

副委員長 愛須 勝章君

委員 小倉 貞三君

楠本 正明君

上原 俊宏君

2013～2014年度年間出席率は、会員各位の御協力により

９５％を達成出来ました。

当年度は４０周年事業や記念例会等、行事が沢山ある中

で、会員各位が積極的に参加頂き、そしてメイクアップ

もＥクラブ・他クラブへと参加頂きました。

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。

◇会報委員会

委員長 谷本 司君

副委員長 武田 静也君

委員 森本 修至君

岡本 博君

中西 正人君

福留 栄仁君

平野 好史君

（雑誌担当）栗山 侑三君

・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。

・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。

・毎週発行する。

・｢ロータリーの友｣を会員向けに周知する。

・週報のデーター化及びデーター配布を更に推進する。

・ホームページの維持活用を行う。

上記計画に基づいて会報委員会の活動を報告いたします。

＜良かった点＞

◎外卓をしていただいた方々及び内卓をしていただいた

方々が発表内容をデーター及び資料で準備していただ

いたことで作成作業の時間短縮ができました。次年度

も必ず継続していただきたいと思います。

◎ドロップボックスを活用することでリアルタイムで委

員会の皆さんが確認、編集、修正ができ、より正確な

週報を作成することができました。

パソコン操作の勉強になった。

＜反省点＞

会報作成に追われ各委員会との連携が取れずに委員会

の活動等が紹介できなかった。

お祝い行事で該当者の方々のメッセージを紹介したかっ

たが実行できなかった。

各月担当を決めていたがローテーションがうまくいか

なかった。

委員の皆様、会員さん、事務局のご協力のおかげで1年

間会報委員会を運営することができましたことに本当に

感謝いたします。

◇親睦委員会

委員長 佐田 一三君

副委員長 吉本 正美君

委員 愛須 勝章君

橋本 隆君

中嶋 伸和君

渡口 眞二君

畔田 実君

木村 壽一君

北村 圭司君

前田 吉彦君

野村 憲司君

奥平 朋久君

大久保勝也君

これより親睦委員会の活動報告を発表させて頂きます。

８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

２月 ５日 栗山さんお帰りなさい会

参加者25名 東風

５月１７日 40周年記念例会 打上げ

参加者36名 あしべ

以上の活動を行いました。

皆様のご協力に感謝致します。

本日は鉄砲百合です。

堀さん、いつもきれいな花を

ありがとうございます。

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




