
（敬称略）

◇第41回年次総会を祝って。

畑地 誠、片井 貢、小山 實、畔田 実、沖 史郎、

前田 吉彦、佐田 一三、竹村 英一、上原 俊宏、

山本 亘、安井 忠雄

◇本日は、年次総会です。谷中会長・岡本幹事年度も

まもなく半年です。もう少し頑張ります。

谷中 順次郎、岡本 博

◇次期会長挨拶、頑張ります。 坂本 正人

◇坂本さん、山本さん、頑張って。 岩崎 泰人

◇次期会長さん、次次期会長さん、頑張って下さい。

中川 文恵

◇忘年会、あまりお酒飲めませんでした。 橋本 隆

◇先週の忘年会には、有難うございました。

吉田 和枝

◇忘年会、楽しかったです。今日、早く帰ります。

丸山 博之

◇脂肪ふとんを体一杯に付けているけど今日も寒い。

吉本 正美

◇本日、アドベンチャーワールドで双子のパンダが

生まれました。 北村 圭司

◇本人誕生日 後藤 信博、森本 修至

○来年は、とうとう60歳、還暦になります。実感あ

りません。 ロータリーに入って14年経ちました。

1年間、何の役もない１年をくださ～い。来年も無

理みたいです。グスン（涙） 武田 静也

○誕生日が怖い（ブルブル） 小さい頃は良かった

なあ～（プレゼントもらえて） 渡口 眞二

◇お花頂きます。 玉置 和男

◇奥様誕生日 早稲田 清司

○家内は泉主子(キミコ) 誕生日は12月生まれ

中辺路出身 田辺高校出身。出会いといえば近隣

であり知人の紹介。昭和38年2月3日結婚。昨年金

婚式を終えました。夫婦とも健主で金婚式を迎え

る人は少ないようです。子供は一男一女で長女は

神奈川県小田原に在住。孫は男・女2人です。孫の

長男は明治大学理工学部を来年3月卒業予定です。

就職も結局トヨタ自動車のパス・トラック部門の

日野自動車(株)へ決まりました。10月1日内定入社

式がありました。孫の長女は来年高校入学予定で

す。私たち夫婦は毎年3月には長女の住む小田原を

基点に、1週開ばかり箱根・東京・伊豆方面へ旅行

に行きます。それが家内は何よりの楽しみです。

20年ばかり続けています。往復飛行機よりも新幹

線こだまで、ゆっくりのんびり地方の駅弁を食ベ、

コーヒーを飲み、喋りながら行くのが結構面白い

のです。また来年も3月に行く予定です。51年間マ

イペースの俺に心から協力してくれた家内に感謝・

感謝でいっぱいです。まだまだ元気で生きようね。

ありがとう。 泉 房次朗

■本日のプログラムは、第41回年次総会です。後ほど

宜しくお願い致します。

■２０１３年の規定審議会の変更により、標準ロータ

リークラブ定款、RI定款、細則、ロータリー章典と矛

盾する点のないクラブ細則を、上原会員に作成してい

ただきました。変更箇所を赤字で記載したものを先週

の例会時に公開させていただきました。

クラブ細則の変更の規定（細則第１２条 変更）に

よりクラブ細則の変更承認をもとめます。
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吉本正美 君
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今回の変更は２０１３年の規定審議会の変更によるも

のであり、標準ロータリークラブ定款、RI定款、細則、

ロータリー章典と矛盾する点のないことを宣言します。

異議のある方は挙手をお願いします。・・異議の確認・・

異議は無いようです。これでクラブ細則の変更承認を

得たことになります。ありがとうございました。

■例会日時変更

◎田辺ＲＣ 12月25日(木)→ 休会

2015年 1月 1日(木・祝)→ 休会

◎串本ＲＣ 12月23日(火)→ 12月20日(土)18：30～

場所：清乃門 ＜クリスマス・忘年例会＞

12月30日(火)→ 休会

◎新宮ＲＣ 12月31日(水)→ 休会

2015年 1月 7日(水)→ 1月 7日(水)18：30～

場所：「かわゐ」 ＜新春夜間例会＞

◎海南ＲＣ 12月24日(水)→12月23日(火・祝)18：00～

場所：和歌山シティホテル ＜クリスマス家族会＞

12月31日(水)→ 休会

2015年 1月 7日(水)→ 1月 7日(水)18：00～

場所：「美登利」 ＜新年夜間例会＞

◎海南西ＲＣ 12月18日(木)→ 12月20日(土)

場所：ダイワロイネットホテル和歌山

＜1000回記念家族忘年例会＞

12月25日(木)→ 休会

◎高野山ＲＣ 12月26日(金)→ 休会

2015年 1月 2日(金)→ 休会

2015年 1月 9日(金)→ 1月 9日(金)17：00～

時間変更 ＜新年例会＞

◎和歌山中ＲＣ 12月 5日(金)→12月 5日(金)19：00～

場所：ルミエール華月殿 ＜クラブ年次総会＞

12月12日(金)→12月12日(金)19：00～

場所：ルミエール華月殿 ＜第2回I.D.M.発表＞

12月19日(金)→12月19日(金)18：30～

場所：レストラン「サンクシェール」

＜クリスマス家族会＞

12月26日(金)→ 休会

◎和歌山東ＲＣ 12月18日(木)→12月20日(土)18：30～

場所：ダイワロイネットホテル和歌山

＜クリスマス家族例会＞

■回覧

◎「ＪＣニュース11月号」

◎ロータリーニュースより

「『リコネクト』学友とロータリーをつなぐニュース

レター」「ポリオ撲滅を目指して行動しよう」

◎TNK東日観光株式会社より

「2015年国際ロータリー年次大会(サンパウロ大会)

参加旅行募集案内送付のご案内」

◎ガバナー事務所より

「ガバナー月信12月号」

「『ロータリーの友12月号』地区だより」

「2017～2018年度ガバナー候補者推薦所提出のお願い」

「全国青少年交換シンポジウムのご案内」

■連絡

◎ロータリーの友12月号が届いています。各自トレーに

入れています。よろしくお願いいたします。

親睦委員会

委員長 吉本正美君

先週、11月26日は「新会員歓迎会

および忘年会」に大勢参加していた

だき有難うございます。次は来年の

1月7日の家族新年会です。皆様のご協力を宜しくお願い

します。

ロータリー財団委員会

委員長 前田吉彦君

昨日、12月2日、谷中会長、岡本幹事、国際奉仕委員

長の森本さん、ロータリー財団委員長の私の4名で、田

辺市の教育委員会に物品を寄贈してきました。物品の内

容は、バスケットピンポン台、ドッジボール優勝旗、

（全イベント用）STAFFジャンパー、記録用デジタルカ

メラ、記録用インクジェットプリンターです。この物品

は、児童・生徒数 約2,700名弱の田辺市子どもクラブ

育成協議会の活動に使用されます。

田辺市教育員会 中村教育長様から、「なかなか予算が

取れない状況の中、このような寄贈をして頂き、大変感

謝しております。」とおっしゃって頂きました。

近日中に、この活動内容について紀伊民報に掲載される

予定です。

また、今回の寄贈は前年度から引き継いだ事業でありま

して、私はほとんど何もしておりませんが、前ロータリー

財団委員長の小山さん、前副委員長の森本さんが中心に

なって段取りをして頂いたことを申し添えておきます。

委員会報告

幹事報告

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



年次総会新役員の選挙の手順

１．クラブ細則第５条１節年次総会の規定に基づき次々

期ロータリー年度の会長及び次期ロータリー年度の理

事選考を行うための年次総会を開きます。

２．本日の定足数は会員総数４５名中、出席会員は３４

名で会員総数の３分の１以上となりますので、本年次

総会は有効成立となります。

３．本会の議長は規定により私が努めさせて頂きます。

４．新役員候補の選挙についてご報告申し上げます。

５．次次年度会長候補者及び次年度理事候補者 発表

2015～2016年度の会長は 坂本 正人君です。

すでに決定しております。

2016～2017年度の会長候補と致しまして、

山本 亘君

2015～2016年度の理事候補者は

片井 貢君、 畔田 実君、

前田 吉彦君、 野村 憲司君、

佐田 一三君、 武田 静也君、

早稲田 清司君

６．以上報告の通りでございます。

７．『クラブ細則第３条１節に基づいて選出するものと

する。』となっておりますので、本会は、報告の通り、

次々期ロータリー年度の会長、そして次年度の７名の

理事候補者、及び次期会長を次ロータリー年度の理事

に選出いたしました。会員の皆様には、大きな拍手を

持って祝福と激励をお願いします。

８．これをもって、本日の年次総会は終了致しました。

次期会長の坂本正人さん、本日より１週間以内に会合

を開き次年度の役員の選出をお願いします。

次に次期会長 坂本正人さん、及び次々期会長候補者

山本亘さん の挨拶をお願いします。

次期会長

坂本 正人 君

僕は2001年4月に当クラブに入会して以来今年で14年

目となります。この間、出席、広報、親睦、ＳＡＡ、職

業奉仕、国際奉仕、米山記念奨学委員会など様々な活動

をさせて頂きました。又、現在は米山記念奨学委員会の

2640地区の委員を何も言わずにのびのびさせて頂き本当

に皆さんには感謝致しております。

田辺東ロータリークラブは2640地区内のクラブでは一

番のクラブ風土を持っていると思います。僕はその風土

が大好きです。

来年７月から、会長としてしっかり務めを果たさなけ

ればと思っておりますが、副会長の佐田さん、そしてク

ラブの要となる幹事の畔田さんと、理事、役員のメンバー

を中心としてクラブを盛り上げて参りたいと思います。

そして楽しいクラブ運営を目指して頑張りますので、ど

うか皆さんのご協力並びにご鞭撻の程宜しくお願い申し

あげます。

次々期会長候補者

山本 亘 君

この度、2016～2017年度の会長に推挙されました山本

です。

ロータリークラブ歴及び年齢からの順番とは言え、引

き受けるとなると改めて責任の重さを感じる次第です。

平成12年7月「石の上にも3年」のつもりで入会させて

頂いてから丸14年経ちました。年月で考えますと長いも

のですね。余程水があったのでしょうか・・・

就任までの後1年半、自分を見つめ直しながらしっか

り勉強して、歴代の会長の名に恥じない様に頑張る所存

ですので、皆様のご協力を宜しくお願い致します。

ロータリー情報（年次総会）

ロータリーの各クラブは当該年度の12月の末までに年次

総会を開催することがクラブ細則に規定されています。

当田辺東ロータリークラブは12月の第一例会日を「年次

総会を行う日」としています。

この年次総会では、次年度の理事及び次々年度の会長

（会長ノミニー）を選出・承認することになっています。

これに関し、年次総会の前10日までに会員全員に承認内

容の通知を書面で行う必要があるとされています。

他にも、ロータリークラブに於いては、「例会」で協議

し承認あるいは決を採る必要のある事項がいくつか存在

します。

例えば、地区大会あるいは地区決議会における選挙人の

選出を行うことです。

この選挙人は、① ガバナーの選出（詳しくはガバナー

デジグネイト）にかかる事項（通常はガバナーデジグネ

イトの指名委員会が指名を行う。指名委員会が正常に作

用しなかった場合の方法） ② RI理事の指名委員を選

出する事項 ③ その他、地区大会或いは地区決議会

に於ける各種決議事項の承認があります。

他にも、クラブ会員の身分の終結の判断における（理事

会での判断に不服があった場合の）提訴があった場合、

例会で判断することになります。

また、クラブ細則の変更に関しましては10日前以上に変

更のあることを書面で各会員に文章で通知した後、例会

（いずれの例会でも可）で定数（会員数の１／３）以上

の出席で、出席数の２／３以上の賛同で承認される；こ

とになっています。

それ以外のクラブに関する決議・決定は、全てクラブの

理事会で行うことになっています。また、上記を含めた

如何なる協議・決議も理事会を通さずに行うことは出来

ません。

以上、本日の年次総会及びクラブ細則の変更についての

ロータリー情報です。ご参考までに。

田辺東ロータリークラブ

Ｒ情報委員長 上原俊宏

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