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◇お世話になります。 はまゆうＲＣ 廣畑順一様

◇前期最終例会

愛須 勝章、橋本 隆、畑地 誠、本田 耕二 、

堀 龍雄、岩崎 泰人、泉 房次朗、片井 貢、

木村 壽一、北村 圭司、小山 實、栗山 侑三、

丸山 博之、森本 修至、中川 文恵、中嶋 伸和、

那須 壽子、西谷 次彦、野村 憲司、岡本 博、

沖 史郎、佐田 一三、坂本 正人、杉若 雅宣、

武田 静也、上原 俊宏、浦地 章、早稲田 清司、

渡口 眞二、山本 亘、安井 忠雄、吉田 和枝、

吉本 正美

◇前期最終例会です。 谷中 順次郎

◇お花頂きます。 玉置 和男

■本日のプログラムは前期最終例会です。後ほどご挨

拶いたしますので、宜しくお願い致します。

■12月13日(土)、岸和田グランドホールに於いて米山

学友総会が開催されました。地区委員の坂本正人君、

出席ご苦労様でした。

■12月20日(土)、テクスピア大阪に於いてクラブ会長

会議が開催されます。

私、谷中が会長として出席して参ります。

■本日は奉仕食となっております。ご協力お願いいた

します。

■12月10日の定例理事会の報告をいたします。

◎年末年始例会について…12月24日、12月31日は休会。

◎2017～2018年度ガバナー候補者推薦書提出の件

…該当者なしと報告。

◎クラブ会長会議出席について…メークアップとする。

◎12月7日(日)、田辺市子どもクラブ育成協議会 後援

事業の大会にＲ財団委員長 前田吉彦君出席の件

…メークアップとする。

◎12月9日(火)、三四六総合運動公園に時計台を寄付す

る件…メークアップとする。

◎熊野高校より青少年交換留学生 希望について

…武田氏より説明有り。当クラブとしては推進する

事とする。

◎一般財団法人比国育英会バギオ基金への寄付依頼の

件…否承認。

◎事務局賞与について…内規にて決まっているので当

然とする。

◎ＪＣ50周年事業への参画について…武田氏より記念

事業の概要の説明有り。

ＪＣ側より当クラブに協賛して欲しい旨の要望有

り。概算で約200万円弱程の協賛額が提示された。協

賛金の支出については、会員から再徴収する事の無

い様との意見が出され、前年度の地区よりの返金

（約103万円）及び40周年記念事業費の余った費用

（約100万円程）を活用し、ＪＣへの協賛金と適用で

きるようにする事とした。

又、今回の協賛については当クラブの40周年記念事

業に全面的に協力してくれたＪＣへのお礼と、又、

ＪＣの50周年事業への協賛を通じて、若い世代との

交流、新入会員の獲得を目的とし、協力体制を推進

し、ＪＣ50周年事業への協賛をする事と決定した。

“ああ田辺東ロータリー”

野村憲司 君

田辺はまゆうＲＣ 廣畑順一 様
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又、ＪＣより卓話に来ていただき、会員との相互理解を

深めてもらう事としました。

■次回は1月7日(水)18：00～例会、18：20～新年家族会

です。

■メークアップ

◎12月10日(水)、定例理事会

泉君、木村君、小山君、森本君、岡本君、坂本君、

武田君、竹村君、谷中君、吉本君

◎12月13日(土)、米山学友総会

坂本君

■回覧

◎「シーカ116号」「ＪＣニュース11月号」

◎「ハイライトよねやま177号」

◎「英語版ロータリアン12月号」

◎海南東ＲＣより

「創立40周年記念ゴルフ大会開催の御礼状」

◎ガバナー事務所より

「クラブ雑誌・公共イメージ・広報委員長会議のご案内」

■連絡

◎後期会費納入案内を各自トレーに入れております。

宜しくお願い致します。

◎次回の例会は１月７日(水)です。

「新年家族会」となっております。

直前になりましたら、全会員あてに連絡のＦＡＸ又は

メール配信をいたします。宜しくお願い致します。

◎新規に、会員同士の年賀状は控えるように、ご協力を

お願い致します。

◎堀会員より「もみじ」をいただきました。

今年もたくさんの彩りを有難うございました。

親睦委員会

委員長 吉本 正美君

初例会、家族親睦会のご案内

日時：平成27年01月07日(水)

午後6時～ 例会

午後6時20分～ 家族親睦会

場所：ガーデンホテル ハナヨ

会費：\10,000

前期最終例会

会長挨拶

谷中 順次郎君

月日の経つのは本当に早いものです。振り返ってみま

すと、あっと言う間の半年間でした。

会員の皆様方の御協力で予定されていた事業も何とか消

化することが出来ました。各委員会におかれましては委

員長のリーダーシップのもと、会員がさまざまな形で御

尽力頂きましたことに心より感謝申し上げます。お名前

を挙げてそれぞれの成果をお伝えしたいのですが、時間

に限りがございますので割愛させて頂きます。

さて、創立４０周年の節目を築かれた竹村会長年度に

引き続き４１年目のスタートを切らせて頂きました。

私の最初の会長報告が７月１日に亡くなられた楠本正明

会員の「ご冥福をお祈りします」ということでした。楠

本さんは物静かで、挨拶の時、ニコッと笑って心優しい

方でした。お見舞いに一週間前に行った時にはお元気で

居られたのに残念でなりません。ご冥福をお祈りいたし

ます。

それではこの半年間の主な活動を振り返ってみたいと

思います。

・ ７月１０日 上富田町青少年

育成町民会議主催の福島県

児童の招待事業に役立たせ

てもらう為、支援金を贈呈

しました。

・ ９月 ３日 丸山博之会員の

国土交通大臣表彰の祝賀会

をホテルハナヨにて盛大に

行いました。多くの会員の

皆様、奥様に出席を頂きあ

りがとうございました。

・１０月 ４日 弁慶祭りに協賛

して闘鶏神社で餅まきを行

いました。又、当日の夜は

栗山会員の別宅で「家族親

睦会と花火を見る会」を開

催しました。多くの家族の方に参加頂き、楽しい

一時と迫力ある花火をいつもの特等席で見させて

頂きました。毎年の事ながら栗山さんのご厚意に

感謝を申し上げます。ありがとうございます。

プログラム

委員会報告
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・１０月１４日 田辺はまゆうＲＣと田辺東ＲＣの合同

例会を行い、米山奨学生の歓迎会を開催しました。

米山奨学生達も、楽しく有意義な時間を過ごした

ことと思います。これは米山地区委員の坂本正人

会員の熱意があって実現できたことです。又、獅

子舞も大変好評でした。これは玉置和男委員の知

略によるものです。

・１０月１７日 ロータリー退会者（小倉氏・谷峯氏・

内芝氏）に記念品と感状を、楠本氏のご遺族様に

記念品と感謝状を持参致しました。後日、在籍年

数の短い退会者（福留氏・中西氏・平野氏）には

感状を郵送致しました。

・１０月２２日 国際ロータリー第

２６４０地区 谷脇良樹ガバナー

補佐をお迎えしてクラブ協議会

を行いました。

・１０月２５日～２６日 地区大会が開催されました。

多数の会員に参加して頂きました。当地区の正常

化について、近年、正式に開催されたと言える地

区大会選挙人会議において大きく前進することが

出来ました。出席して頂いた沖会員・武田会員に

はご苦労様でした。

・１１月 ５日 国際ロータ

リー第２６４０地区

辻 秀和ガバナーの

公式訪問を受けました。

・１１月１９日 田辺米穀(株)様で移動例会を行い、職

場見学をしました。

・１１月２６日 新会員歓迎会と忘年会をあしべにて開

催し大勢の参加を頂きました。

・１２月 ２日 田辺市子どもクラブ育成協議会の活動

を支援する為、田辺市教育委員会に物品を寄贈し

ました。

あわせてゴルフ同好会、あるこう会も歴史を重ね活発

に活動しています。クラブの親睦や情報交換の場として

大いに寄与しています。

又、毎週の事ながらプログラム委員さんにはすばらし

い卓話の提供を頂いています。タイ国チェンライロータ

リークラブ直前会長の原田義之さん、青少年交換留学生

の西岡あかねさん、米山奨学生の李麒(りき)さん、他、

心に残る内容の濃い話ばかりでありました。

ＳＡＡさんにはユーモアを混えてのニコニコ報告あり

がとうございます。昨年と同額程度の約９０万というこ

とで会員の皆様には御協力ありがとうございます。

年間出席率９３％と、高い出席率で推移しています。

引き続き宜しくお願いします。

後になりましたけれども、岡本幹事には御苦労をかけ

ています。木村副会長、事務局の木村さんには色々と手

助けをしてもらい感謝申し上げます。

皆様方には来年も引き続き御協力をお願い申し上げま

す。

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


