
（敬称略）

◇1年間有難うございました。

竹村・本田・佐田

◇1年間お世話になりましたが1年じゃ短かった

気分です。 後藤

◇最終例会、ありがとうございました。

愛須・橋本・堀・片井・木村・小山・栗山・

楠本・前田・森本・中川・中嶋・西谷・野村

岡本・沖・奥平・大久保・坂本・杉若・武田

谷本・谷中・玉置・上原・浦地・早稲田・渡口

山本・吉田・吉本

◇10月3日・4日第28回弁慶まつり実行委員長に

なりました。田辺の魅力、文化を盛り上げよう。

泉

◇30年間お世話になりました。

楠本 正明

◇田辺東ロータリークラブ創立時に会員になり、

今日まで40年間努めました。この度の創立40周年

記念を期として卒業させて頂きます。田辺東ロー

タリークラブに感謝と御礼を申し上げます。

谷峯 正美

◇早退お詫び 平野・石井

◇お花頂きます 安井

■本日のプログラムは2013～2014年度の最終例会です。

後ほどご挨拶致しますので宜しくお願い致します。

■持ち回り理事会のご報告を致します。

◎退会届の件…福留会員、中西会員、楠本会員、小倉

会員、谷峯会員より届く。

竹村会長と谷中会長エレクトの２人で慰留しました

が、ご意志が固く、承認致しました。

■本日は奉仕食となっております。

ご協力よろしくお願いいたします。

■例会日時変更

◎海南西ＲＣ 7月31日(木)→ 休会

■メークアップ

◎6月23日(月)ＪＧＦＲ（日本ロータリー親睦ゴルフ）

北海道大会 畑地君、丸山(博)君

◎6月18日(水)有田2000ＲＣ 坂本君

■回覧

◎田辺ＲＣより「新年度役員・理事の通知」

◎やおき後援会より

「平成26年度総会の御案内」（6月26日）

◎田辺保健所より

「平成26年度『ダメ・ゼッタイ。』普及運動6・26

ヤング街頭キャンペーンの実施について（依頼）」

日 時：6月28日(土)午後4時～5時

集合場所：オークワパビリオンシティＣ館前広場

「『ダメ。ゼッタイ。』国連支援募金運動に対する

協力のお願いについて」

◎リコージャパン(株)より

「和歌山支社 発足記念フェア2014in田辺」(7月8日(火))

◎ガバナーエレクト事務所より

「ガバナー公式訪問に際してのお願い」

「ガバナー公式訪問日程表（当クラブは11月5日）」

「2014-2015年度地区賦課金・予算案について」

「青少年交換長期派遣学生募集のご案内」

”手に手つないで ”

野村 憲司君
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会員数 義務免除 欠席者数 本日出席率

51名 7名 5名 88.64％

6月11日修正出席率95.45％

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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■連絡

◎6月25日(水) あしべ様にて「クラブ協議会」を開催

致します。新年度理事・役員・委員長は午後6：00～、

他の会員さんは午後6：30～です。

◎「前期会費納入案内」と「入り口当番表」を各自

トレーに入れています。宜しくお願いいたします。

◎7月のロータリーレートは 1ドル＝102円 です。

■社会奉仕委員長

玉置 和男君

6月28日オークワパビリオンシティC館

横にて薬物乱用防止街頭キャンペーン

を実施致します。参加宜しくお願い致

します。

■武田 静也君

7月5日(土)午後5時～7時半 扇ヶ浜

交流広場に於いて、ＪＣＩの2014年度

近畿地区大会「白浜田辺大会」が開催

されます。40周年記念事業を共同開催致しました（公社）

白浜・田辺青年会議所様から開催協力のご案内が来てお

ります。参加入場費が１名につき２，０００円となりま

す（中学生以上は有料）。前売りを行っていますので、

ご協力の程よろしくお願いいたします。

■2014～2015年度幹事

岡本 博君

本日、午後6時からあしべさんに於き

ましてクラブ協議会を開催致します。

新理事・役員・委員長さんはご出席いただきますよう宜

しくお願い致します。

「田辺東ロータリークラブに感謝・

初代 野田武雄会長の言葉を

奨励します」

谷峯 正美君

私が田辺東ロータリクラブの創立時に入会をさせて頂

き、４０年間が経過致しました。

この間人間形成と、ロータリーが提唱しています、奉

仕精神を教わりました。自分なりに地域・業界・関係諸

団体・町内会等々に誠実に奉仕活動を務めました。

又、会員間との親睦・例会場での秩序・卓話者への心

遣い・近隣クラブ会員のメイキャップへのお迎え等々に

対し、親クラブの田辺ロータリークラブ先輩からの指導

を受けた事を実施致しました。

初代 野田武雄会長は、私共会員に対し「我々は右も

左もわきまえぬ一年生だ。足手纏いにならないようにし

一日も早く一人歩きの出来るよう、先輩の教えを忠実に

実行し、そうしていつの日にか、ご期待にそうことの出

来るクラブに」と訴え続け、若い私共会員には特に厳し

く唱えました。

1974年(昭和49年)5月、会員31名でスタート、それか

ら40年間の経過が立ちました。第2640地区の71クラブの

中でも、会員間の人間関係維持を保ち、安定をした45～

50数名の会員数を維持継続が出来ましたのも、初代野田

武雄会長の思いをその後の入会会員にも受け継がれてい

るゆえだと思います。

私も各委員会の体験をさせて頂き・幹事・会長・地区

のガバナー補佐等を務め・例会100％出席を３５年間継

続する事が出来、健康に感謝をしています。

「変わりゆく意識の変化」私共、第2640地区の運営目

的は「会員間の親睦・人間形成・地域への奉仕」で、そ

れぞれ約２千数百人会員の意思は同じであるはずですが、

近年の地区状況は少々不安定に感じます。

2014～2015年度、谷中会長予定者は新年度への思いに

燃えて、地区協議会に出席をされましたが、会議は自分

の想定とはズレがあったと伺いました。

40年前、私共の初代 野田武雄会長が私共に対し「我々

は右も左もわきまえぬ一年生だ。足手纏いにならないよ

うにし一日も早く一人歩きの出来るよう、先輩の教えを

忠実に実行し、そうしていつの日にか、ご期待にそうこ

との出来るクラブに」と言った言葉は「一同31名が初め

て一つの釜の飯を食べるのだ・理解・秩序・同じ目的に

向け協力し合う」「自覚の意識」を訴えたのだと思いま

す。

今一度あの言葉を、会員一同が深く噛みしめる必要が

あるのではと思います。

今後末永く何処のクラブからも、羨ましいと思われる、

田辺東クラブの維持継続を願います。

ロータリークラブのお蔭で人間形成・親睦・奉仕を教

わり、亡くなられた東クラブの先輩はじめ、今日までク

ラブに籍を置かれた多くの信頼の出来る友が出来ました

事に田辺東ロータリークラブに感謝を申し上げつつ４０

周年記念を区切りで卒業をさせて頂きます。

副会長挨拶

本田 耕二君

今年は、大変充実した１年だったと感じました。

４０周年を迎えるにあたり、チャーターメンバーが４人

もご健在という事にとても誇りが持てました。
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又、記念事業はＪＣの皆さんと一緒に参加出来、若い

パワーをもらい、これからのロータリー活動にとてもプ

ラスになったと思います。会長・幹事・４０周年実行委

員長・式典委員長・ゴルフ委員長、他実行委員の皆さん

本当にお疲れ様でした。この記念事業をきっかけに、益々

当クラブの結束が固くなった様に感じました。

これからは、５０周年に向けてさらなる発展を目指し

ていきたいと思います。

◇幹事挨拶

後藤 信博君

本日、最終例会を迎える事ができました。

この間、休んだのは１０月の移動例会の１回のみとい

う事で、よく休まず続けられたと思います。

この一年間で一番堪えたのは、やはり一連の地区の問

題です。この問題はまだまだ続きます。来期からは理事

会に一任をする、若しくは単年では解決されない問題な

ので、複数年にわたる対策委員会のようなものを作るべ

きだと思います。

反対に、最も楽しかったのは、４０周年記念事業での

ＪＣの皆さんとの交流です。若くて熱心な彼らとの一連

の活動は、とても新鮮なものでした。

来期以降も形は若干変わるしょうが、交流はずっと続け、

当クラブの活動の大きな柱になればと考えます。

竹村会長には大変お世話になりました。

不甲斐ない幹事で申し訳なく思っております。

理事・役員の皆様には様々なご協力を賜りました

武田さん、岡本さんには特にお世話になりました

事務局木村さん、無理ばかり言ってすみません。

至らぬ幹事でしたが一年間、ありがとうございました。

会長挨拶

第40代会長 竹村 英一君

初めに、会員の皆様方には会の運営にご協力いただきま

した事に、心より御礼申し上げます。

本年度のRI会長は米国オクラホマ州、ノーマンＲＣの

ロン・バートン氏で、RIテーマは「ロータリーを実践し

みんなに豊かな人生を」ENGAGE ROTARY CHANGE LIVES

でした。

2640地区方針 相互扶助でした。

地区目標は、地区全体で10％増強 各クラブ純増3名以

上、ロータリー財団への寄付 1人＄200目標、米山記念

奨学会への寄付 1人6000円の普通寄付でした。

当田辺東クラブの方針は、「郷土の歴史に学び、若者

に明るい未来を」でした。

その方針に従って、プログラムや奉仕活動を行って参り

ました。

40周年記念の年であり、その事業がございました。ゴ

ルフコンペは4月19日行われ、前日と翌日は雨でしたが

当日は快晴に恵まれ、参加された皆様に喜んでいただき

盛会の上に終える事ができました。

40周年記念事業としまして、次世代に役立てる事、出

来る事、残せる事、伝えられる事を趣旨に「未来を担う

子供達のために」というテーマで、(公社)白浜・田辺青

年会議所様と協同で、自衛隊、海上保安庁、米山記念奨

学生、建設団体他各種の協力を得て4月27日ガーデンホ

テルハナヨ様にて、紀南Future Kids Project2014を開

催いたしました。内容は職業体験ブース、フリー体験ブー

ス、飲食ブースであり、子供達に大いに楽しんでいただ

きました。

紀南Future Kids Projectに関しては、今後も(公社)白

浜・田辺青年会議所様と協同で継続できる事を希望いた

します。

4月30日田辺消防署に、災害時に役立つように無線機

を２台寄贈いたしました。

記念例会は5月17日昼間にガーデンホテルハナヨ様で

行い、内山りゅう先生に御講演を頂き、先生の本を図書

館に寄贈いたしました。

これらの事業が成功裏に終わる事ができましたのは、委

員長さんはじめ会員全員が力を合わせた結果だと思いま

す。本当に有りがとうございました。

会員増強に関しては、退会防止として、休まれる方や

出席義務免除を承認する方には、退会されないように十

分話をお伺いする私の努力が足りなかったと反省してお

ります。

入会に関しては、今まで推薦してくださったのに入会

されなかった方や、一度退会された方も含めて入会して

いただけるように、毎月の理事会の議案として上げまし

たが1名の入会に終わりましたので、今後も引き続き努

力をいたします。

職業分類で未充填項目は、外科医 整形外科医 眼科医

歯科医 内科医 特別養護老人ホーム 医薬品販売

弁護士 保育園 書店 写真 運送業 旅行業 ガス販

売 家具製造 空調設備 司法書士 梅加工販売 紳士

服販売等たくさんありますので、推薦をお願いいたしま

す。

Ｒ財団委員長の小山實さんが、本年度から開始された、

ロータリー財団補助金の地区補助金を申請してください

ました。そこで決定された30万円を40周年記念事業に活

用いたしました。
http://tanabe-east-rc.com/



当クラブの会長をさせていただき感じたことは、当ク

ラブは、全員が自由に発言でき、どのような事にも協力

的で活発であり、バランスの取れた良いクラブだと思い

ます。今後もこの様な状態が続くよう、ロータリー精神

に基づいて活動をして参りたいと思います。

最期になりましたが、皆様の御指導御支援により、何

とか会長を終える事が出来ました事に御礼申し上げまし

て、挨拶とさせていただきます。

新旧会長、幹事の表情

新会長ちょっと緊張かな？？？？

役割御免でルンルンの会報委員長

いつもの順ちゃん緊張感無し、（次年度は幹事の出来

一つ、 はっはつーあー？）

くつろぐだけが取り柄の次次期幹事

お疲れ様です。会長、幹事

とてもリラックス

とってもリラックスし過ぎの変なおじさん二人

２６４０地区正常化委員会の件ではお世話になり

ました。次年度もよろしくお願いします。

試練が待ってるとも知らず、余裕の次期幹事。

一年間ご購読有り難う御座いました。

なれない中大変な思いをしましたが。皆様の協力で

何とか責任を果たすことが出来ました。

次期、会報委員の皆様がんばってください。

ほっとしている、委員長の谷本より

http://tanabe-east-rc.com/
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編集後記


