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出席報告
会員数

唱 歌

義務免除

45名

“ 田辺東ロータリー讃歌 ”
野村 憲司 君

2名

欠席者数

本日出席率

8名

81.40％

4月15日修正出席率 92.86%

ニコニコ箱
（敬称略）
◇創立記念例会を御祝いして。
上原会員、卓話がんばってください。
愛須 勝章、後藤 信博、橋本 隆、片井 貢、
栗山 侑三、畔田 実、丸山 博之、中川 文恵、
那須 壽子、岡本 博、大久保 勝也、坂本 正人、
千ノ本 茂一、杉若 雅宣、武田 静也、谷本 司、
竹村 英一、玉置 和男、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
◇創立記念日です。
谷中 順次郎
◇お花いただきます。
佐田 一三
◇本人誕生日
丸山 博之
◇先週、5月5日の子供の日に満81歳の誕生日を迎え
ました。5月7日・9日の両日、ゴルフコンペに参
加しました。グロスは88と95です。歳の割には、
まずまずでした。昨年12月にアイアンを新調しま
した。デクシオプライムＳＰ700です。今年も月3
回のペースでラウンドしたいと思います。毎朝、
9時と午後2時に行きつけの喫茶店へ行きます。ゴ
ルフ、世間話、体調の話等でベラベラとしゃべっ
ています。ほどほどに仕事もこなしています。夜
はもっぱらビールを飲みながら、スカパーテレビ
で、プロ野球、演歌、ゴルフ番組等を見ています。
孫が就職したので、今週末、家内と4～5日、東京
へ旅行してきます。年１回は東京の空気を吸って
くるのも新鮮な気持ちです。なにやかや、多忙の
日々です。これも健康の秘訣と思って頑張ってい
ます。
泉 房次朗
◇42歳になりました。妻1人、子2人に恵まれました
が、頭の中は中学生のままです。
前田 吉彦
◇45歳、おめでとう！
野村 憲司

◇奥様誕生日
畑地 誠
◇ 38歳、おめでとう❤
野村 憲司
◇どうか、僕を捨てないで。
小山 實
◇とても言葉で言い表せないくらい感謝しています。
谷中 順次郎
◇結婚記念日
堀 龍雄、西谷 次彦
◇いよいよ、結婚39年目に突入です。今年も、恒
例の「バラの花束」を贈ります。この「バラの
花束」で、今年も１年間、色々とお許しください。
北村 圭司
◇今年で結婚して34年になります。もう、空気み
たいなもんです。この間、好きな事をやらして
頂いて、感謝してます。ありがとう！
坂本 正人

会長報告
■本日のプログラムは創立記念例会です。後ほどご挨
拶させていただいてから、上原俊宏会員よりお話頂
きます。その後、皆さんの交流を図りたいと考えて
います。宜しくお願い致します。
■4月25日(土) りんくう国際物流センターに於いて、
青少年交換委員会が開催されました。地区委員の武
田静也君に出席して頂きました。ご苦労様でした。
■4月26日(日) ROTEX関西4地区企画の「春の遠足」と
しまして、大阪散策が開催されました。他地区の受
入学生、派遣候補生との交流の場となるので青少年
交換派遣学生の倉山朗子さんと青少年奉仕委員長の
谷本司君に参加していただきました。ご苦労様でし
た。

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

■4月26日(日) 和歌山県立情報交流センターBig・Ｕに

幹事報告

於きまして、公益社団法人 白浜・田辺青年会議所様
の創立50周年記念事業「紀南！魅力！新発見！～50年

■例会日時変更

の感謝を込めて～」が開催されました。当クラブは趣

◎白浜ＲＣ

旨に賛同し、協賛しております。また当クラブの協力
としまして、米山奨学生の方々と米山学友会にご協力

場所：美濃吉本店 竹茂楼（京都市）
◎那智勝浦ＲＣ 5月14日(木)→ 5月14日(木)12：30～

をお願いし、地域の子ども達との国際交流をして頂き
ました。地区委員の坂本正人君と武田静也君、米山記

＜紀の松島巡り 職場訪問＞
5月21日(木)→ 5月21日(木)12：30～

念奨学委員会の委員長の佐田一三君、委員の玉置和男
君、会員の吉本正美君、岡本博幹事と一緒に、会長

場所：ホテルなぎさや ＜コーヒー例会＞
5月28日(木)→ 5月28日(木)12：30～

谷中もお手伝させていただきました。ご苦労様でした。
■5月2日(土) 紀南文化会館において、田辺市合併十周
年記念式典が開催されました。総合運動公園に時計塔
を田辺はまゆうＲＣと共同で、昨年度、デジタル簡易
無線機2台を寄贈した奉仕事業に対しての感謝状を頂
戴しました。クラブを代表して、会長として出席して
参りました。

5月15日(金)→ 5月16日(土)18：30～

場所：海翁禅寺
＜座禅例会＞
◎御坊東ＲＣ
5月13日(水)→ 5月12日(水)～13日(木)
場所：群馬県方面
＜親睦旅行＞
5月20日(水)→ 休会
◎高野山ＲＣ

5月 8日(金)→

5月 8日(金)

場所：高野山奥の院前
＜「ネパール地震救援金」募金活動＞
5月29日(金)→ 5月29日(金)
＜ロータリー 100年の森林（清掃活動）＞
◎和歌山北ＲＣ 5月25日(月)→ 5月23日(土)14：30～
場所：アバローム紀の国
＜2014-2015年度国際ロータリー第2640地区
Ｉ.Ｍ.3組インターシティーミーティング
「今こそ親睦を！」＞ ホスト:和歌山北ＲＣ
◎和歌山東南ＲＣ 5月27日(水)→ 休会
■メークアップ
◎4月25日(土) 青少年交換委員会
武田静也君
◎4月26日(日) ROTEX関西4地区「春の遠足」 谷本司君
◎4月26日(日) JCの創立50周年記念事業
畔田実君、佐田一三君、坂本正人君、武田静也君、
谷中順次郎君、玉置和男君、岡本博君、吉本正美君
◎5月 2日(土) 田辺市合併10周年記念式典
谷中順次郎君

■5月9日(土)紀南文化会館小ホールに於いて「第25回
南方熊楠賞 授賞式」が開催されました。当クラブか
ら上原俊宏君に出席していただきました。ご苦労様で
した。
■5月16日(土) 総合運動公園において田辺はまゆうＲＣ
と共同で寄贈します時計塔の除幕式が真砂市長に出席
していただいて開催されます。会員の皆様も出席して
頂きますよう宜しくお願いいたします。
■本日の例会終了後、定例理事会を開催致します。
理事・役員の方はお残り下さい。

■回覧
◎公益社団法人 白浜・田辺青年会議所より
「50周年記念事業 開催の御礼」
◎田辺市役所 環境課より
「紀の国わかやま国体・大会・田辺市合併10周年記念
『田辺湾クリーン作戦』 ～国体・大会をゴミ一つない
和歌山で！～ 実施について（お願い）」
『社会奉仕出欠表 日時：5月30日(土)午後1時30分～
扇ヶ浜カッパーク集合』
◎和歌山県福祉保健部 健康局より
「平成27年度『ダメ。ゼッタイ。』普及運動に対する
後援と御協力について（依頼）」
◎大相撲 紀州梅の郷場所実行委員会より
「大相撲 紀州梅の郷場所 ポスター掲示とチラシ設置
のお願い」
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◎一般財団法人 比国育英会バギオ基金
「バギオだより5月号」
◎「英語版ロータリアン4月号」
◎ガバナー事務所より
「Ｒ財団寄付3月度迄集計表」「ガバナー月信5月号」
「『ロータリーの友』地区だより5月号」
■連絡
◎ロータリーの友5月号が届いています。各自トレーに
入れてあります。よろしくお願いいたします。
◎5月のロータリーレートは 1ドル＝118円です。

委員会報告
◎地区

青少年交換委員
武田 静也君
4月25日(土)、青少年交換委員会が開催
されました。次年度の青少年交換委員会
は活動しません。留学生へのオリエンテー
ションや親睦等は行われません。各クラ
ブで世話して欲しいとのことです。

本 日 の プ ロ グ ラ ム

会長
谷中 順次郎君

2015年5月15日で創立41年となります。おめでとうご
ざいます。
時の長さを測るに、それは宇宙誕生以来であるから、
およそ１３７億年と言うことになる。この世 開闢いら
い 13700000000年の時間が過ぎた。そして現時点で、そ
れ以上の事象の時間は現実には無い。この見ることので
きない時間には始まりがあると言うことになる。そして
時空の始まる前には暗黒に満ちた虚空があったらしい。
それは始まりも終わりも捜せない無の状態であったとい
えよう。田辺東ロータリークラブが認証されて４１年に
なる。
決して長いとは言えないが、その充実した歴史の期間
に鑑み、短い一瞬とも言える現時点に「ためいき」をつ
きながら遠い昔を回顧してみた。時の流れを止めること
はできないが、ヒトは時の速さを変えることができると
思うから。
ためいき
佐藤春夫（殉情詩集）
紀の国の五月なかばは
椎の木のくらき下かげ
うす濁るながれのほとり
野うばらの花のひとむれ
人知れず白くさくなり
たたずみてもの思う目に
小さなるなみだもろげの
すなほなる花をし視れば恋びとの
ためいきを聴くここちするかな・・・・

今日は創立記念例会でございます。
1974年（昭和49年）5月15日第2640地区の第31番目の
クラブとして田辺ロータリークラブがスポンサークラブ
となり、31名のチャーターメンバーで発足致ししました。
2015年5月15日で41年目となります。
チャーターメンバーの3名が御健在で在籍していただ
いておりますことは大変喜ばしいことであります。また
ご健康にご留意いただきまして益々活躍していただきた
いと願います。
また昨年は、竹村直前会長のもとで創立40周年記念事
業を、公益社団法人 白浜・田辺青年会議所様と共催し、
成功裏のうちに終わらせることができました。
本日は創立41周年という歴史を刻むことができました。
これというのも偏に会員お一人お一人のご協力があれば
こそと感謝しております。人生一瞬一瞬が巡り併せてい
ただいた、この田辺東ロータリークラブに御礼を申し上
げます。

会員卓話
上原

俊宏君
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