
（敬称略）

◇委員会活動報告がんばって下さい。

愛須 勝章、後藤 信博、堀 龍雄、片井 貢

木村 壽一、畔田 実、丸山 博之、岡本 博

佐田 一三、坂本 正人、武田 静也、竹村 英一

谷本 司、上原 俊宏、安井 忠雄、吉田 和枝

吉本 正美、早稲田 清司

◇新年会ありがとうございました 杉若 雅宣

◇楽しい新年家族会になりました。

ありがとうございました。 谷中 順次郎

◇新年家族会で皆様には大変ご協力して頂きまして

ありがとうございました。このご恩は一生忘れま

せん。ゴホン(ごおん) 吉本 正美

◇お花頂きます 玉置 和男

◇結婚記念日 小山 實、前田 吉彦

◇本人誕生日 中嶋 伸和

◎「切に生きる」とは瀬戸内寂聴さんの著書にある

言葉です。素敵な言葉ではありませんか！

「大切に生きる」「切なる思いで生きる」

私も70才に近づき、この言葉が身にしむ誕生日と

なりました。 沖 史郎

■本日のプログラムは、今週と来週の２回に分けて、

委員会活動中間報告発表となっております。各委員

長さん、宜しくお願い致します。

■1月18日(日)、神戸国際会議場に於いて全国青少年交

換シンポジウムが開催されます。青少年奉仕委員長

の谷本君に出席して頂きます。ご苦労様ですが宜し

くお願いします。

■橋本紀ノ川ロータリークラブ様が2014年12月31日付

にて、RI細則第3.010.節によりRI脱会されました。

■本日例会終了後、定例理事会を開催致します。

理事・役員の方はご出席下さいますようお願い致し

ます。

■例会日時変更

◎那智勝浦ＲＣ 1月15日(木)→ 1月15日(木)19：00～

場所：ホテルなぎさや

＜家族親睦新年会＞

2月12日(木)→ 2月15日(日) 8：00～

場所：南の国の雪まつり会場

＜ポリオ募金活動＞

■メークアップ

◎1月13日(火)田辺はまゆうＲＣ

米山奨学生の卓話に同行 坂本君

■連絡

◎週報「田辺はまゆうＲＣ」

◎「南方熊楠ニュースレター№22」

◎「JCニュース12月号」「シーカ116号」

◎「やおきジャーナル66号」

◎（財）比国育英会バギオ基金「バギオだよ り1月号」

◎（社）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」

◎「米山寄付11月度迄集計表」

◎「R財団寄付11月度迄集計表」

◎「英語版ロータリアン1月号」「ガバナー月信1月号」

◎「『ロータリーの友』1月号 地区だより」

◎RI第2640地区ガバナー辻秀和様、他より年賀状が届

いています。

“ 若者たち ”

吉本 正美 君
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会員数 義務免除 欠席者数 本日出席率

44名 2名 9名 78.57％

12月17日修正出席率 95.24%

12月の平均出席率 93.65%

司会者

唱 歌

谷中 順次郎 会長 出席報告
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◎2640地区 米山学友会より「新年のご挨拶」

◎RI日本事務局より「財団室NEWS 1月号」

◎ロータリーニュース

「パキスタンでの学校襲撃事件に対する声明」

「ロータリー奉仕の最新情報」「会員増強詳細報告」

◎ガバナー事務所より

「クラブ活動をご投稿ください」

「第11回富田林ロータリークラブカップ 中学生サッカー

大会」（G事務所HPより）

「識字率向上運動協賛お願いの件」

「クラブ会長会議ご出席の御礼」

「クラブ会員増強・維持委員長会議のご案内」

「クラブ社会奉仕委員長会議のご案内」

「地区青少年交流会の御案内」

◎ガバナーエレクト事務所より

「2015-2016年度 地区賦課金（案）の送付ご案内」

「2015-2016年度 地区賦課金（案）」「予算書（案）」

ＳＡＡ

委員長 吉田 和枝君

ＳＡＡのメンバーは、玉置さん、本田さん、畔田さん、

那須さん、吉田と５名で活動しています。会員さんの多

大なる協力によりまして、半期目標をクリアすることが

できました。特に玉置先輩には何かと教えられ、お世話

になりましたことに感謝いたします。

クラブ奉仕（Ａ部門）

委員長 坂本 正人君

クラブ奉仕Ａ部門は会員増強とＲ情報からなっておりま

す。会員増強委員会は岩崎委員長、Ｒ情報委員会は上原

委員長をもとに、それぞれの活動に努めていただいてい

ます。詳しいことは各委員長の報告をお聞きください。

会員増強委員会

委員長 岩崎 泰人君

本年度の重点目標

１ 過去に挙った新入会員候補、元会員の資料を整理、

検討、吟味する。

２ 退会防止の努力に努める。

３ 会員相互の連絡を密にして入会情報をキャッチして

入会してもらうよう努力します。

４ 新入会会員２名以上目指す。

残念ながらその域に達していません。

後半各委員と相談しながら頑張ります。

R情報委員会

委員長 上原 俊宏君

ロータリークラブの律法機関である規定審議会（Coun

cil on Legislation）が3年に一度開催される。2013年

の4月に開催された規定審議会で、クラブの組織規定の

変更があった。

それに伴い、各クラブではクラブ細則並びに関連するク

ラブ内規の変更を行う必要が生じてくる。通常、2013年

に開催された規定審議会の変更は2013年の7月からのク

ラブ活動に間に合うように変更されるが、当クラブでは

クラブ細則の変更が約1年遅れで了承された。今後は、

変更されたクラブ細則に従ってクラブの活動をすること

が期待される。

今回、R情報委員会は手続にのっとりクラブ細則の変

更を行った。今後、規定審議会は2016年春に開催される

ので、坂本会長エレクト及び橋本隆R情報委員から山本

会長ノミニー及び竹村英一R情報委員の折に、新しくク

ラブ細則及び内規の変更が行われることになる。手続き

に従い、さらなる細則、内規の変更をお願いしたい。

まとめ

今期は当クラブのクラブ細則の変更をおこない、また手

続要覧にある関連内容の一部を紙上紹介させていただい

た。

クラブ奉仕（Ｂ部門）

委員長 木村 壽一君

Ｂ部門には、4つの組織があります。

まず、プログラムでは、外卓を多く呼んで頂き、いろ

いろと知識を広め有意義だと思っています。次々と企画

を考えておりますが、是非、会員の皆様の身近な方のご

紹介をお願いします。

2つ目に出席については、会員の方は100％出席の義務

があると認識して頂いている事なので、出席率が非常に

良いと思います。

3つ目、親睦活動については毎回楽しい語らいの場を

作ってもらい楽しみにしております。先週の家族新年会

では、出演者が多くて良かったです。

また、会報作成は、当クラブの活動を他のクラブに知

らせたり、又、記事を読み直し思い出す事があり、毎週

楽しみです。それに例会終了後には遅くまで残って作成

して頂きありがとうございます。

残り後半もよろしくお願いします。

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

本 日 の プ ロ グ ラ ム

委員会活動中間報告



出席委員会

委員長 安井 忠雄君

出席委員会です。昨年度は40周年を迎えた結果でしょう

か、昨年度の岡本委員長は高い出席率を残されて居ます。

私が出席委員長を引き受けたのですが、大変なプレッシャー

を感じていましたが、会員の皆様によるメーキャップの

参加により、当初私が思っていた以上の出席率になって

います。私事では御座いますが、不器用でしゃべりの方

が苦手です。今期後半も、出席率の向上の為、皆様の積

極的なメーキャップをお願い致します。

親睦委員会

委員長 吉本 正美君

これより親睦委員会の中間活動報告

を発表させて頂きます。

8月3日 夏の家族親睦会

（紀州備長炭記念公園→扇ヶ浜 海の家）

大雨の為、中止となりました。

9月3日 丸山博之君の国土交通大臣表彰を祝う会

（奥様も出席してくださいました。）

参加者40名 ガーデンホテルハナヨ

10月4日 花火を見る会（家族会）

参加者40名 栗山会員別宅

10月14日 2640地区米山記念奨学生 歓迎会 および

田辺はまゆうＲＣとの合同例会

ガーデンホテルハナヨ

田辺東ＲＣ参加者37名 米山奨学生13名

熊野高等学校長 1名 地区委員 4名

11月26日 新入会員歓迎会および忘年会

参加者37名 あしべ

1月7日 新年家族会

参加者87名 ガーデンホテルハナヨ

以上の活動を行いました。

皆様のご協力に感謝致します。

2015年7月からの特別月間について（2014年12月26日）

国際ロータリー理事会は、2014年10月開催の第2回会

合で、ロータリーの特別月間を、重点分野を強調する

ものに変更しました。2015年7月からの特別月間は、

次の通りです。

8月：会員増強・拡大月間

9月：基本的教育と識字率向上月間

10月：経済と地域社会の発展月間

11月：ロータリー財団月間

12月：疾病予防と治療月間

1月：職業奉仕月間

2月：平和と紛争予防／紛争解決月間

3月：水と衛生月間

4月：母子の健康月間

5月：青少年奉仕月間

6月：ロータリー親睦活動月間

なお、10月のもう一つの特別月間「米山月間」は、日

本独自に設定しているため、従来通りで変更はありま

せん。

国際ロータリー理事会の決定事項の抄録（日本語）

は地区ガバナーのホームページからRotary Japan Web

のリンクから読めます。

国際ロータリー理事会の決定事項の抄録の全文（英

語）は地区ガバナーのホームページからRotary Japan

Webのリンクから読めます。

※リンク先ペ-ジの冒頭の「Board minutes - October

2014」をクリックすると、全文のPDF（board_minutes

1410_en.pdf）がダウンロードできます。

今回のロータリーの特別月間の変更は、P21右段の

「8.020. Monthly Emphasis on Various Programs」

に詳細が入っています。

一般社団法人ロータリーの友事務所

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

ロータリーニュース


