
（敬称略）

◇ 初例会よろしくお願いします。大枚頂きました。

谷中・岡本

◇ 一句（不安な心境です）

“此の1年 SAAで試される 若さかな！”

皆様、宜しく頼みます。

吉田和枝

◇ 初例会 お祝い

愛須・後藤・橋本・畑地・堀・石井・岩崎・泉・

片井・木村・北村・小山・中川・中嶋・西谷・

野村・岡本・沖・佐田・坂本・杉若・武田・

竹村・谷本・谷中・上原・浦地・渡口・山本・

安井・吉田・吉本

◇ 本人誕生日 平野・玉置・早稲田

◇ 奥様誕生日 前田

◇ 結婚記念日 畔田

◇ お花頂きます 玉置

■本日のプログラムは2014～2015年度の初例会です。

後ほどご挨拶致しますので宜しくお願い致します。

■辻ガバナーより地区委員さんへの委嘱状が届いてい

ます。

米山学友小委員会委員長 坂本正人君

本日は欠席ですので、次回にお渡しします。

青少年交換委員会委員

平野好史君

■岸和田北ロータリークラブよりＲＩ脱会のご報告が

ありました。

■先ほど行われました、第１回公式理事会の決定事項

を御報告いたします。

１． 非公式理事会決議事項の承認

２． 理事・役員承認

３． 各委員会配属の件承認

４． 充填、未充填 職業分類表の承認

５． 年度行事の計画及び予算案の承認

６． 議決権は 幹事、会計は理事会のメンバーとし

て議決権を有す

７． 代行議長の順序 会長及び副会長不在の場合他

の理事会員が議長を代行する。（年齢順）

８． 法定休日（例会は休会）

2月11日 4月29日 5月6日

９． ロータリークラブ定款第６条第１節のＣにより

休会 8月13日 12月24日 12月31日

１０． 取引銀行 きのくに信用金庫 田辺支店

１１．食事納入先 宝来寿司

１２．毎月、最終例会は奉仕食とする。

１３．ビジターフィー ２，０００円

１４．ニコニコ御祝

誕生日 会員 奥様 各３，０００円

結婚記念日 ５，０００円

１５．今年度の人件費は据え置きにすることを承認

１６．皆出席の方に記念品の贈呈 承認

１７．出席義務免除者 承認

畑地誠 君 稗田智則 君 丸山勇人 君

１８．国際ロータリー定款第７条第７節の名誉会員に

小倉貞三君 谷峯正美君を選挙する。

１９．楠本正明会員の葬儀受付のお手伝いをしていた

だいた方をメーキャップ扱いとする。

”君が代・奉仕の理想 ”

野村 憲司君
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■メークアップ

◎6月25日(水)新旧クラブ協議会 出席者

◎6月28日(土)「ダメ、ゼッタイ」街頭キャンペーン

平野君、丸山（博）君、森本君、武田君、

玉置君、早稲田君、安井君、吉田君、吉本君

■回覧

◎週報「串本ＲＣ」

◎白浜ＲＣ・田辺はまゆうＲＣより

「新年度理事役員 のご通知」

◎県立図書館、田辺市立図書館、白浜町立図書館より

内山りゅう氏の図書寄贈の「御礼」

◎和歌山県薬物乱用対策推進本部長 和歌山県知事より

「『ダメ。ゼッタイ。』国連支援募金運動に対する

協力について（お願い）」

◎紀州文化交流会より「紀州文化交流会 設立御挨拶」

◎「やおきジャーナル64号」

◎「英語版ロータリアン7月号」

◎「ガバナー月信7月号」

◎「『ロータリーの友』7月号 地区だより」

◎辻ガバナー事務所より

「2014-2015年度ガバナー事務所開所のお知らせ」

「ホームページのお知らせ」

地区ホームページ http://www.rid2640g.org/tsuji/

メンバーズエリアに入るには、以下のユーザー名とパ

スワードを入力してください。

＜ユーザー名＞ ri-2640 ＜パスワード＞ tsuji-g

◎久保ガバナー事務所より

「2013-2014年度ガバナー事務所閉鎖のお知らせ」

「地区分担金等の各クラブ返金」「機能喪失クラブ」

「ガバナードキュメント」『「重大な文書発信違反と

言論、表現の自由弾圧行為についてのご報告と解任

処分申請」

◎坂本正人会員からの写真

■連絡

◎ロータリーの友7月号が届いています。各自トレーに

入れています。

◎次回7月9日・16日は委員会活動計画発表です。

各委員長さんはよろしくお願いいたします。

◎本日お配りしております会員名簿は武田会員に作って

いただいています。いつも有難うございます。

前会長、幹事に感謝の意を表して記念品の贈呈

一年間お疲れ様でした。

竹村英一前会長 後藤信博前幹事

副会長挨拶

木村 壽一君

このたび副会長を仰せつかりました木村です。一年間

よろしくお願いします。

ロータリーに入れていただいて良かった事を二つ、話

をさせていただきます。

この１４日に世界一を決めるサッカーの決勝戦が行わ

れるスタジアムに行けた事です。ロータリーの国際大会

に参加しての帰りです。リオのカーニバルで有名なマナ

カナ競技場です。収容人員は８万人で選手の控室や通路

等、又スタジアム内のベンチ。日頃は見られない所の施

設を案内していただきました。

もう一つは国際大会のブエノスアイリスからブラジル

のイグアスの滝までの旅行の行程でした。アルゼンチン

の離陸時間は午前６時３２分です。ホテルのモーニング

コールは３時１５分で、飛行場には５時３０分に着きま

した。空港で出発を待ちましたが、掲示板に「濃霧のた

め出発出来ません。しばらくお待ちください。」の表示

が出ていた為、待ちました。１４時００分には「本日は

飛びません。」の表示に変わりました。

みんなが次の日のスケジュールに支障をきたすと困って

しまいました。

すると別の飛行機会社の方から特別便を出して上げると、

手配してくれました。出発は１５時００分だったと思い

ます。

助けていただいた飛行機会社の社長はロータリアンでし

た。社長さんが、遠い日本からわざわざ来てくれたとい

う事で特別便の代金や運賃等の追加料金は受け取っては

いただけなかったです。“おもてなしの心”をいただき

ました。

やはり世界は一つ！ロータリーはすばらしい！！と思

いました。

皆様もロータリーの精神で新会員獲得をお願いします。

http://tanabe-east-rc.com/
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幹事挨拶

岡本 博君

この度、今年度幹事を仰せつかりました岡本です。

自己紹介をさせて頂きます。

田辺東ＲＣには平成２０年５月に入会させていただきま

した。おかげさまで６年在籍させていただいております。

時間だけが過ぎ何もできずに中途半端のまま、現在に至っ

ております。

本来、私がここに座らさせていただく立場ではござい

ません。私以外の適任な先輩方々が居らっしゃいますが、

こちらにいらっしゃる谷中会長にお誘いいただき、務め

させていただくこととなりました。

田辺東ＲＣの「影のかじ取り役」で責任の重さに身の

引き締まる思いです。

皆様方のお力添えを頂き、益々の東ＲＣの発展にお役に

たてればと思いますので、宜しくお願いいたします。

前任の後藤幹事は素早く、多彩な行動、機転の素晴らし

さを持たれた方ですが、私はそのように出来ませんので、

ぼちぼち、ぬかりのないように務めていきたいと思いま

す。

昨年度は40周年と言う大変な行事があり、皆様にはお

忙しい中、事業や式典、準備など頑張って頂きありがと

うございました。ご苦労様でした。

今年度の組織構成は、前年のように皆様には二足のわ

らじ体制ではなく、委員会集中型組織を構成いたしまし

た。いたらぬところは多々あるかと思いますが、今年度

は会員数も少ない状態でのスタートとなります。各委員

会がお互い助け合いながら取り組んで頂ければと思いま

す。特に会報委員会は人手も少なく、お忙しい方々です

ので、やりくりをし、クラウドを活用しながらＩＣＴ技

術をフルに活用頂ければと思います。

さて、今年度は40周年も終わり、新たな東ＲＣのスター

トとなりますが、2640地区の地区問題等が昨年から引き

続いています。

しかし、まずは、この東ＲＣが第一優先事項です。会員

の皆様にご協力いただき更なるロータリー活動に邁進い

たしたい所存です。

不学不文な私ではありますが、皆様のご指導、ご支援を

賜りまして、幹事職を全うしてまいります。

一年宜しくお願いいたします。ありがとうございました。

第４１代会長挨拶

谷中 順次郎君

２０１４－２０１５年度

の会長に就任致しました谷中順次郎です。

クラブ創立４０周年の節目を築かれた直前会長の竹村さ

ん、直前幹事の後藤さん、本当にお疲れ様でした。

私は当クラブに在籍して１８年になりますが時の流れ

の早さに今さらながらに驚いております。この間クラブ

で得たものは計り知れないものがあります。

御縁があってこうして素晴らしい出会いをさせて頂い

た田辺東ロータリークラブに感謝すると共に、少しなり

ともお返しをしていきたいと思っております。

そしてこの一年、岡本幹事・木村副会長共々頑張ってい

きたいと思います。

さて、２０１４－２０１５年度、国際ロータリー会長

はゲイリーＣ．Ｋ．ホァン氏で台湾から初めてのＲＩ会

長です。

ＲＩテーマは『ロータリーに輝きを』ＬＩＧＨＴ ＵＰ

ＲＯＴＡＲＹです。

ホァン氏は「ロータリーをどう輝かせるか。自分のロウ

ソクをどう灯すかは皆さん次第です。地元地域社会が何

を必要としているかは皆さんがよくお分かりになるでしょ

う。」と呼びかけています。

私達がロータリーをどう生き、どう考え、感じ、活動す

るかをこの言葉に込められています。

地区方針は「会員ひとりひとりがロータリー活動に汗

を流し、力を合わせることによってロータリーを輝かせ

て地域社会と世界を『平和の光』で輝かそう」です。

地区の目標として、会員増強(地区トータルで８％増強、

各クラブ純増２名以上)

ロータリー財団への寄付(１人当り ＵＳ＄２００を目標)

米山記念奨学会への寄付(１人当り ６０００円の普通寄

付)

この方針を受け、地域社会に根差した奉仕活動を実践し

ていきたいと考えます。

本年７月７日は「紀伊山地の霊場と参詣道」が世界遺

産に登録されてちょうど１０年になります。この機会に

当地域の自然や文化や歴史といった「地域の宝」を見つ

め直して次世代に繋ぐ為の奉仕活動をしたいと思います。

この奉仕活動をするにはクラブの活性化が欠かせませ

ん。４０年の節目ができた今、５０周年に向けてのスター

トの年として原点にもどり、特に３つの事に光をあて、

輝かせたいと思います。

① 新会員の増強

② 会員相互の親睦

③ 魅力ある例会運営

会員の皆様の御支援と御協力をお願い致します。

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



わー、ぴかぴかの出席委員長です。

安井さん、かっこええーわー

裏山の！米山（こめやま）？？

一俵は○○円で・・・

やっぱり、裏山のサルの数を数える方がやりやすい。

あ！米山奨学金やらよー

今年一年、明るく楽しく！！

ノー天気でＧＯ！ＧＯ！

ＳＡＡ委員会

平野 好史君

武田 静也君

7月5日(土)扇ヶ浜に於いて、

ＪＣの近畿地区大会が開催

されます。参加入場券の前

売り購入のノルマが達成で

きました。

ご協力有難うございました。

プログラム委員長

早稲田 清司君

わはっはっはっははー

どやさー、近年まれにみる最強ＳＡＡ軍団

檜扇（野生）？ キンギョソウ？ サクラソウ？

どちらの花でした？

堀 龍雄さんにお花をいただきました。

いつもありがとうございます。

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