
（敬称略）

◇お世話になります。谷中会長にお目にかかりに来ま

した。 田辺ＲＣ 榎本 長治様

◇委員会活動計画発表（後半）

後藤 信博、橋本 隆、岩崎 泰人、片井 貢

木村 壽一、小山 實、森本 修至、中川 文恵

佐田 一三、武田 静也、竹村 英一、玉置 和男

谷中 順次郎、上原 俊宏、山本 亘、吉本 正美

早稲田 清司

◇皆出席記念品贈呈

泉 房次朗、西谷 次彦、本田 耕二、安井 忠雄

◇本人誕生日 大久保 勝也

◇お花頂きます 吉田 和枝

◇ご無沙汰しています。 丸山 勇人

◇この度、国土交通大臣賞を頂きました。

丸山 博之

◇一昨日、私事ですが、“和歌山県調理師協会50周年

式典”にて、長年の功績を表彰されました。

“継続は力なり”…アリガタヤ… 吉田 和枝

◇昨夜、田辺はまゆうRCさんへ10月の米山奨学生との

合同例会の打合せを兼ね、例会参加（メイクアップ）

を一緒にしてくれました、谷中会長、岡本幹事、

佐田米山委員長、玉置の和さん、感謝申し上げます。

ありがとうございました。 坂本 正人

■本日のプログラムは2014～2015年度委員会活動計画

の発表の後半です。

担当の委員長の皆様、後ほど宜しくお願い致します。

■7月10日(木)上富田町青少年育成町民会議に福島県

児童招待事業への支援金の贈呈に行って参りました。

■7月9日の定例理事会の報告を致します。

◎上富田町「福島県児童招待事業」支援について

…支援金20万円 承認。

◎水上安全協会への寄付について…例年通り拠出承

認。ただし、団体の活動内容について、説明をか

ねて卓話に来てもうらう。

◎弁慶祭りの餅まきについて…協力することで承認。

◎家族親睦会について…日時、場所、承認。バスの

送迎、承認。

◎地区正常化クラブ協議会の件…地区および正常化、

両方の情報取得は必要な為、出席及び参加費は承

認。

◎新庄防潮堤の整備について…整備費用として、毎

年30万円程度は必要な為、今後継続しての運営が

厳くなる。畔田氏に相談。

◎10月14日、2640地区米山記念奨学生の事業につい

て（白浜清掃、田辺東RC訪問、熊高ワークショッ

プ、他）10月14日、ハナヨにてウェルカムパーティー

を開催 …承認。

■例会日時変更

◎那智勝浦ＲＣ 7月24日(木)→ 7月23日(水)12：30

～ 場所：新宮商工会議所 2Ｆ

＜新宮ロータリークラブさんとの合同例会＞

◎田辺ＲＣ 7月24日(木)→ 休会

8月14日(木)→ 休会（盆休み）

◎田辺はまゆうＲＣ 7月22日(火)→ 休会

■メークアップ

◎7月2日(水)第１回定例理事会

木村君、泉君、小山君、岡本君、武田君、竹村君

谷本君、谷中君、吉田君、吉本君

”夜霧よ今夜も有難う ”

佐田 一三 君
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2014年 7月16日（水）

会員数 義務免除 欠席者数 本日出席率

45名 1名 11名 75％

7月2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



◎7月9日(水)第２回定例理事会

木村君、小山君、森本君、岡本君、坂本君、武田君

竹村君、谷本君、谷中君、吉田君、吉本君

◎7月15日(火)田辺はまゆうＲＣ

岡本君、佐田君、坂本君、谷中君、玉置君

■ 回覧

◎「ハイライトよねやま172号」

◎「米山寄付6月度迄集計表」「6月の寄付金傾向」

「米山功労者」

◎「ＲＩ日本事務局財団室NEWS 7月号」

◎辻ガバナー ホームページより

「2014-2015年度 第2640地区 組織図」

「2014-2015年度 第2640地区委員会組織図」

「ガバナープロフィール」

■ 連絡

◎先週配布しました「概況報告及び各委員会活動計画

書」の製作は武田静也君です。いつも有難うござい

ます。

◎ガバナー事務所夏期休暇のお知らせ

2014年8月12日(火)～8月15日(金)

休暇中の事務所の電話は留守録電話です。

（敬称略）

15年 泉 房次朗

9年 西谷 次彦

1年 本田 耕二

各委員会活動計画発表（後半）

◎親睦 委員長 吉本 正美

1）家族会においては会員の皆さ

んとは勿論、その家族の皆さ

んに楽しく、喜んでいただけ

ような家族親睦会をやれればと

思っています。

特に子供さんの参加しやすい内容を計画する。

2）40周年記念事業でやったことをこのまま終わりに

しないでＪＣの方々との親睦会なども催し、交流

を図る。

3）各委員会との親睦を深め、奉仕活動も親睦でサポー

トし、楽しいクラブをつくる。

4）例会場ではゲスト、ビジターをあたたかい心いっ

ぱいで接遇する

◎出席 委員長 安井 忠雄

１．無断欠席をなくし、出席率の向

上につとめる。

２．欠席者にはメイクアップの励行

を促す。

３．皆出席者には記念品を贈り、例

会でその功績を讃える。

出席率の向上を図る。

◎職業奉仕 委員長 泉 房次朗

基本方針

会員の職業がどれだけ社会に貢献

できるかを勉強する

事業計画

１）会員及び会員候補者の職場を

訪問し移動例会を開催する。

２）会員事業者の優良従業員表彰と例会へ招待する。

３）会員がそれぞれ職業奉仕についての卓話を行う。

◎社会奉仕 委員長 武田 静也

社会奉仕部門

識字率向上の運動に協賛する。

地域のニーズに合った奉仕活動

をする。

献血活動を推奨する。

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

皆出席者記念品贈呈

プログラム



環境保全

環境保全に関する卓話を企画する。

人権尊重

社会奉仕の理念に基づき、高齢者、障害者への支援

今年度の社会奉仕委員会の目標は上記以外に、前年

度に行った、ＪＣとの共同作業を今後も引き続き行い、

若い人たちの感性を取り入れながら奉仕事業を推進し、

会員増強にも寄与し、各委員会と連携を取りながら当

クラブの活性化に寄与する。

◎国際奉仕 委員長 森本 修至

１．ロータリー財団、米山奨学会

の活動を支援協力する。

２．ＷＦＡ(世界親睦活動)を推進

していく。

◎Ｒ財団 委員長 前田 吉彦

代理 渡口 眞二

１．財団事業の申請制度の理解に

努め、当クラブとしての活動

を具体化したいと考えており

ます。

２．皆様のご寄付額が、将来の活

動や補助額に影響するとのことですので、引き続

きのご支援をお願いします。

◎米山 委員長 佐田 一三

１．米山奨学寄付制度に理解を頂

き米山功労者、準米山功労者

の増加を図り、地区目標の達

成に努力する。

２．米山奨学生がＩＭ１組と交流の

旅にこられた時はこれに協力する。

ニコニコ報告のお二人（姉と弟）

堀会員様 今日もお花ありがとうございます。

（檜扇、浜木綿、オニユリ、カンナ、金魚草）

いつも、ありがとうございます。

また来週も楽しみにしています。

7月10日、谷中会長、岡本幹事、谷本青少年奉仕委員

長の3名で、上富田町青少年育成町民会議主催の福島

県児童招待事業「出会い、ふれあい体験教室」の支援

金の贈呈に行って参りました。

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

福島県児童招待事業の支援


