
（敬称略）

◇委員会活動報告発表、頑張ります。

片井・木村・小山・畔田・杉若

◇活動報告頑張って下さい。

愛須・後藤・北村・森本・野村・岡本・沖・坂本

武田・竹村・谷峯・谷本・谷中・上原・早稲田

安井・吉田・吉本

◇ただの風邪だと思っていましたがタダではなかった

です。 本田

◇竹村会長此の間は御馳走になり有難うございました。

橋本・山本

◇北村さん“やまもも"有難う。お蔭で舌が真赤っか！！

佐田

◇来週休みますので最終例会分先払いしときます。

畑地

◇早退お詫び 平野

◎本人誕生日＆結婚記念日 岩崎

◇お花頂きます 玉置

■本日のプログラムは委員会活動報告発表の後半です。

各委員長さん、宜しくお願い致します。

■6月11日の定例理事会の御報告を致します。

◎2013～2014年度見込み決算報告…会計 沖君より監

査報告

◎周年式典の記念品について…事業、式典を手伝って

下さった奥様方へ贈る。

◎内山りゅう先生の書籍…図書館へ寄贈する。小山、

渡口会員に一任する。

◎返金小切手の件…繰越金とし普通預金へ。

◎退会届の件…承認。

◎6月28日クラブ協議会…沖、岡本、後藤会員の３名が

参加。

◎小倉、楠本、内芝会員へのお見舞いを経費と認める。

◎クラブ細則・内規について…推奨ロータリー・クラ

ブ細則変更に伴い変更することを承認。

◎7月6日ＪＣの近畿地区大会について…谷中会長エレ

クトと岡本次期幹事の２名が出席。これをメイクアッ

プ対象とする。ご祝儀は２万円とする。

◎次年度への申し送り事項…ＪＣとの事業を継続して

ください。

■例会日時変更

◎那智勝浦ＲＣ

6月19日(木)→ 6月22日(日) 8：00～12：00

場所：那智勝浦町体育文化会館

＜くろしお少年剣道大会＞

6月26日(木)→ 6月22日(日) 18：30～

場所：ホテルなぎさや

＜家族親睦会＞

◎新宮ＲＣ

6月25日(水)→ 6月25日(水) 18：30～

場所：「かわゐ」

＜最終パートナー同伴夜間例会＞

■メークアップ

◎6月11日(水)定例理事会

後藤君、橋本君、木村君、沖君、佐田君、

竹村君、谷中君、玉置君、渡口君、山本君

◎6月17日(火)田辺はまゆうＲＣ

片井君、岡本君

”われら日本ロータリアンの歌 ”

野村 憲司君
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例会：毎週水曜日 12：30～

2014年 6月18日（水）

会員数 義務免除 欠席者数 本日出席率

51名 7名 4名 90.91％

6月4日修正出席率97.78％

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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■回覧

◎週報「粉河ＲＣ」

◎「ハイライトよねやま171号」

◎国際ロータリー日本事務局より

「『奉仕プロジェクトの流れ（ライフサイクル）』

ウェビナーシリーズ 第５回 活動成果の評価と広報」

◎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

■委員会活動報告（後半）

◇クラブ奉仕委員会（Ｂ部門）

委員長 本田 耕二君

委員 岡本 博君

谷本 司君

佐田 一三君

杉若 雅宣君

今年度も、楽しい例会、元気ある例会を目指しまし

たが、まさにその通りになりとても充実できた年だった

と思います。例会の出席率が常に９０％以上という高い

出席を頂きありがとうございます。

会報は、例年以上の出来栄えで、他クラブの会報と見

比べてもとても素晴らしい出来だと思います。

又、ロータリーの要である親睦は委員会の努力で例年

以上に充実し、毎回楽しい語らいの場を提供頂きありが

とうございます。

外卓、内卓とも、とても内容の濃いプログラムで、意

義ある例会・充実した例会にとても感謝しています。

又、今年度の様にあわただしく、忙しい年度を経験し

た事はありません。地区の件では、長老の重鎮の方々に

お叱りを受けたり、とても戸惑う事の多い年でした。

そして最も忙しく、充実したＪＣとの協賛事業「紀南

フューチャー キッズ プロジェクト」も、実行委員会立

ち上げから１年半、これでもかという会議を幾度となく

重ね、当日はメンバーの奥様方にもお手伝い頂き、深く

頭が下がります。ありがとうございました。そして何よ

り、会場の子供たちの楽しそうな笑顔に包まれると、疲

れた体を忘れさせられました。皆様方のご協力で無事成

功しました。ありがとうございました。私はとても満足

できる１年でした。

◇プログラム委員会

委員長 杉若 雅宣君

委員 福留 栄仁君

畑地 誠君

坂本 正人君

武田 静也君

１．年間予定表の枠組みを基本にプログラムを計画しま

した。

２．前期はおもに会長方針に関連したプログラムで組み

立て、おもに外部の方に講師をお願いしました。

後期は４０周年の事業に関連したプログラムを中心

に組み立てました。

皆様のご協力で無事に一年をおえることが出来ました。

ありがとうございました。

◇職業奉仕委員会

委員長 木村 壽一君

副委員長 北村 圭司君

委員 畑地 誠君

谷峯 正美君

楠本 正明君

事業所の見学と研修を実施しました。

①田辺商工会議所様に移動例会として10月9日に訪問し

ました。

専務理事 田中庸雄様と中小企業相談室長 尾崎弘和様

から会議所の活動について説明を受けました。

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） 他です。

事業内容としまして、奥が深く範囲の広い事業に取り

組んでおられると感じました。

②セントポーリア様に5月28日に訪問し院内の案内をし

ていただきました。

高齢者の介護施設として運営しているところです。

先生及び職員の方々が御老人の皆様に親切に対応されて

おりました。

又、院内で働いている２名の方には日頃の御苦労に感

謝を込めて記念品を贈呈しました。

当日は大変お世話になりました。

◇社会奉仕委員会

委員長 玉置 和男君

副委員長 前田 吉彦君

委員 堀 龍雄君

吉田 和枝君

中西 正人君

http://tanabe-east-rc.com/
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社会奉仕委員会の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

招待事業「出会いふれあい体験教室」への活動支援金

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。

2/12 田辺西バイパス開通式に協賛。（３万円）

餅まきに出席。

3/15 NPO法人 カルチャーofキッズへ協賛。（３万円）

4/27 40周年記念事業「紀南Future Kids Project2014

～未来を担う子どもたちのために～」の中で、来場者

の方々に献血を募り、５４名の方に受付をしていただ

き、４９名の方が採血をしてくださいました。

5/31 田辺湾クリーン作戦に多数の方が参加してくだ

さいました。

◇新世代委員会

委員長 渡口 眞二君

委員 中嶋 伸和君

平野 好史君

野村 憲司君

石井 達君

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

青少年指導者養成プログラムへの参加

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はまだ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。地区より案内があ

りましたら、地域の団体、学校に知らせて参加して頂

けるようにいたします。

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」に対して活動資金と

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。

活動計画に対して後期の活動を報告いたします

１．RYLAは今年度は中止となり、参加できませんでした。

２．RYLAに参加して頂いている団体への図書等の寄贈に

ついては、RYLAが中止となった為、行いませんでした。

その変わり、今年度の「紀南ﾌｭｰﾁｬｰｷｯｽﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」40

周年記念事業費を追加分といたしました。

その他、2014年3月27日に第9回ロータリーカップ

ジュニアゴルフ大会をラビーム白浜ゴルフクラブで開

催いたしました。

また、40周年記念例会で講演していただいた内山りゅ

う氏の著書を田辺市、上富田町、白浜町、みなべ町立図

書館、及び県立紀南図書館に寄贈いたしました。

◇国際奉仕委員会

委員長 畔田 実君

副委員長 丸山 博之君

委員 吉本 正美君

稗田 智則君

野村 憲司君

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、1月29日（田辺東RC）

2月 5日（有田2000RC）

3月12日（田辺東RC）

田辺東ロータリークラブによる歓迎会

9月4日あしべ

田辺東ロータリークラブ例会卓話

11月27日「私の夢」

3月12日 米山記念奨学生期間修了の挨拶

4月27日

田辺東ロータリークラブ創立40周年記念事業

「紀南Future Kids Project 2014 ～未来を担う子ども
http://tanabe-east-rc.com/



たちのために～」の米山記念奨学生と子どもたちとのふ

れ合いのブースに参加してくれました。

その他の活動を報告致します。

第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

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財団委員会

委員長 小山 實君

副委員長 森本 修至君

委員 浦地 章君

小倉 貞三君

中川 文恵君

１. 本年、当クラブは創立４０周年を迎え、青少年育

成を主要テーマとして活動していただきました。それに

関連して、被災地福島の子供たちとの交流を図る「上富

田町青少年育成町民会議」への寄付、ＪＣと共同開催し

た「紀南Future Kids Project 2014」の資金として、地

区へ財団補助金を申請しましたところ、認められる見通

しとなっています。

２. ２０１４年５月末までに会員の方々よりいただき

ましたご寄付は１００ドル×２６名（２６００ドル）、

ベネファクター １名（３０万円）となっております。

ご承知のとおり、寄付額が今後の地区補助金に関連して

きますので、本日までのご協力にお礼申し上げるととも

に、引き続きのご支援をお願いいたします。

◇米山記念奨学委員会

委員長 片井 貢君

副委員長 安井 忠雄君

委員 内芝 殷典君

玉置 和男君

早稲田 清司君

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。

４月２７日

４０周年記念事業の「紀南フューチャー キッズ プロ

ジェクト 2014」に米山奨学生の有志の方が参加してく

れて、当日会場内のブースにおいて、多くの参加者・子

供達と国際交流、親善に努めてくれました。

５月３０日(土)

田辺湾

クリーン作戦

(３０周年記念

寄贈の時計塔)

2012-2013年度青少年交換留学生

西岡あかね様

（スウェーデンから帰国時の写真）

から2014年4月に届いた手紙

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


