
（敬称略）

◇委員会活動計画発表（前半）

奥平 朋久、谷中 順次郎、早稲田 清司

◇皆出席記念品贈呈

丸山 博之、竹村 英一、上原 俊宏、橋本 隆、

武田 静也、佐田 一三、中川 文恵、山本 亘、

坂本 正人、片井 貢、木村 壽一、谷中 順次郎、

吉本 正美、浦地 章、後藤 信博、畔田 実、

前田 吉彦、森本 修至、野村 憲司、岡本 博、

沖 史郎、小山 實、谷本 司、渡口 眞二、

吉田 和枝

◇本人誕生日

坂本 正人

◇奥様誕生日

岡本 博、谷本 司、坂本 正人、木村 壽一

◇お花頂きます

玉置 和男

■ 皆様既にご存じのことと思いますが、楠本 正明会

員が病気療養中の処、7月1日お亡くなりになられま

した。通夜・告別式には、大勢ご参列いただきまし

て有難うございました。楠本 正明会員のご冥福を

お祈りしたいと思います。

■ 本日のプログラムは2014～2015年度委員会活動計画

の発表の前半です。

担当の委員長の皆様、後ほど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

先週は欠席でしたので、

本日お渡しします。

■ 藤井寺しゅらロータリークラブ様が2014年6月30日

付にて、RI細則第3.010.節によりＲＩ脱会されまし

た。

■ 7月6日(日)白浜会館に於いて(公社)日本青年会議所

近畿地区協議会主催の2014年度近畿地区大会 白浜

田辺大会 大会式典が開催されました。

私、谷中会長と岡本幹事の2名で出席して参りまし

た。

■ 本日例会終了後に定例理事会を開催いたします。

理事・役員の方はお残りください。

■ メークアップ

◎ 7月2日(水)・3日(木)楠本正明会員葬儀のお手伝い

平野君、石井君、丸山(勇)君、中川君、野村君

岡本君、杉若君、谷中君、玉置君、山本君、吉田君

吉本君

◎ 7月6日(日)(公社)日本青年会議所2014年度近畿地区

大会 白浜田辺大会 大会式典

岡本君、谷中君

”雨 ”

中川 文恵君
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2014年 7月9日（水）

会員数 義務免除 欠席者数 本日出席率

45名 2名 10名 76.74％

6月25日修正出席率95.35％

司会者

唱 歌

谷中 順次郎 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

6月の平均出席率95.44％



■ 回覧

◎ 上富田町立図書館より内山りゅう氏の図書寄贈の

「御礼」

◎「シーカ111号」

◎ 田辺市暴力追放協議会より「平成26年度田辺市暴

力追放協議会総会の開催について」

◎ 米山記念奨学会より

「2014年度上期普通寄付金のお願い」

◎ ロータリーの友事務所より

「『ロータリーの友』電子版のご案内」

◎ 辻ガバナー事務所より

「第１回クラブ協議会のご案内」

◎ 直前ガバナー事務所より

「ご通知」（ＤＧ辻秀和氏に対する解任申請は、

ＲＩより受理した旨の通知が有りました）

◎ 坂本 正人会員からの写真

◎「夏の家族親睦会のご案内」

■ 連絡

◎ 次回7月16日は委員会活動計画発表の後半です。

各委員長さんはよろしくお願いいたします。

（敬称略）

29年 丸山 博之

20年 竹村 英一

19年 上原 俊宏

（ホームクラブ100％）

18年 橋本 隆

15年 泉 房次郎 お休みですので次回掲載です。

13年 武田 静也

10年 佐田 一三

9年 西谷 次彦 お休みですので次回掲載です。

中川 文恵、 山本 亘

7年 坂本 正人

5年 片井 貢、 木村 壽一、

谷中 順次郎 吉本 正美

4年 平野 好史、 お休みですので次回掲載です。

浦地 章

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

皆出席者記念品贈呈



2年 愛須 勝章、 お休みですので次回掲載です。

後藤 信博、 畔田 実、

前田 吉彦、 森本 修至、

野村 憲司、 岡本 博、

沖 史郎

1年 本田 耕二、安井 忠雄、

お休みですので次回掲載です。

小山 實、 谷本 司、

渡口 眞二、 吉田 和枝

各委員会活動計画発表（前半）

◎ＳＡＡ 委員長 吉田 和枝

１.例会場の整理、整頓に努める。

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.ニコニコへの協力を重点的

にお願いする。

◎クラブ奉仕A部門 委員長 坂本 正人

会員増強委員会・Ｒ情報委員会

と情報を密にして会員の勧誘と

退会防止をはかり、他の委員会

とも連携して魅力ある例会の運

営に努める。

◎増強委員会 委員長 岩崎 泰人

会員の皆様には会員増強の御

協力、宜しくお願いします。

１.実質３名を目標とし退会

防止につとめる。

２.職業分類表の未充填をな

くす。

３.会員相互に情報交換して会員増強につとめる。

◎R情報委員会 委員長 上原 俊宏

１.ロータリーに関する知識ある

いはニュースに関しての情報

を会員にお知らせする。

２.新入会員を含め、正確な

情報を提供する。

３.必要に応じてクラブ定款、細則に関して検討して

ゆく。

◎クラブ奉仕B部門 委員長 木村 壽一

Ｂ部門委員会〈プログラム、

出席、親睦、会報〉が連携し

合って、和やかに、楽しく、

明るい、魅力のあるクラブ

作りに努める。

出席率の向上を図る。

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

プログラム



◎プログラム委員会 委員長 早稲田 清司

１.年間予定表の枠組みを基本に

プログラムを計画する。

８月 会員増強及び拡大月間

９月 新世代のための月間

１０月 米山・職業奉仕月間

１１月 ロータリー財団月間

１２月 家族月間

１月 ロータリー理解推進月間

２月 世界理解月間

３月 識字率向上月間

４月 ロータリー雑誌月間

５月 親睦月間

２.会長や各委員長の方針、活動、課題などを

プログラムに組み入れる。

３.旬の話題をタイムリーに提供し、会員に

とって面白い例会にする。

◎会報委員会 委員長 稗田 智則

代理 渡口 眞二

１．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。

２．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。

３．毎週発行する。

４．「ロータリーの友」を会員向けに周知する。

５．週報のデータ化及びデータ配布を更に推進する。

６．ホームページの維持活用を行う。

◎青少年奉仕委員会 委員長 谷本

司

新世代の基本的ニーズ（健康、

人間の価値、教育、自己開発）

を支援する。

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

を学校及び高校生に呼びかける。

２．奉仕活動による人格形成につながる活動をする。

2014年5月17日開催の40周年記念例会に於いてご講演

をして頂きました、ネイチャー・フォトグラファーの

内山りゅう氏の写真集を近隣図書館に寄贈致しました。

田辺市立図書館

（田辺市立文化交流センター

たなべる内）

館長 太田雄司様

みなべ町立図書館

（ゆめよみ館）

館長 片家富子様

教育学習科主任 尾家順子様

白浜町立図書館

館長 岡本純明様

上富田町立図書館

館長 梅本昭二三様

和歌山県立紀南図書館

（県立情報交流センター

Big・U内）

館長 音川進様

堀会員に頂いた、美しい花です。

（グラジオラス、カンナ、檜扇、金魚草）

いつも、ありがとうございます。

季節の便りが皆様に届きます。

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

編集後記

図書館に寄贈


