
（敬称略）

◇本日、お世話になります。田辺ＲＣ 橋本和也様

◇委員会活動報告がんばって下さい

後藤 信博、橋本 隆、本田 耕二 、片井 貢、

木村 壽一、小山 實、畔田 実、前田 吉彦、

森本 修至、岡本 博、沖 史郎、奥平 朋久、

佐田 一三、坂本 正人、武田 静也、

竹村 英一、谷中 順次郎、上原 俊宏、

早稲田 清司、渡口 眞二

◇41年間のお礼です。 堀 龍雄

◇小倉さん、安らかにお休みください。 玉置 和男

◇歩こう会の弁当の残り100円、ニコニコに入れます。

山本 亘

◇先ほど、春に植えたジャガイモの収穫をしてきまし

た。僅か、6個の種芋が数えきれないほどに増えてい

ました。早速、小さいサイズだけを蒸して塩で食べ

て来ました。うま～～～い！！ 北村 圭司

◇結婚記念日

これからもどうぞ宜しくお願い致します。来年は、

スィート テン ダイヤ送ります。 野村 憲司

◇会長席のお花頂きます。 谷本 司

■本日のプログラムは委員会活動報告発表の前半です。

各委員長さん、宜しくお願い致します。

■本日例会終了後、定例理事会を開催致します。

理事・役員の方はお残りください。

■例会日時変更

◎和歌山中ＲＣ

6月26日(金)→ 6月26日(金)19：00～

場所：アバローム紀の国 ＜最終例会＞

■回覧

◎田辺ＲＣ、白浜ＲＣ、田辺はまゆうＲＣより

「新年度役員・理事の通知」

◎社会福祉法人ふたば福祉会「この街でVOL.28」

◎「シーカ122号」

◎田辺市長 真砂充敏様より

「平成27年度 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！～について（お礼）」

◎自衛隊和歌山地方協力本部より

「田辺地域事務所移転のお知らせ」

場所：田辺市下万呂564-2（コーナン様の対面）

◎「米山寄付5月度迄集計表」「5月の寄付金傾向」

「米山功労者一覧表」

◎ガバナー事務所より

「2640地区 合同慰労会のご案内」

「緊急地区クラブ会長会議開催の事前案内」

◎クラブ協議会のご案内

6月24日(水) あしべ様 午後6時30分～

新役員は6時から

■連絡

◎来週の例会プログラムは委員会活動報告発表の後半

となっております。

宜しくお願いいたします。

“ 大きな古時計 ”

山本 亘 君

田辺ＲＣ 橋本 和也 様
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会員数 義務免除 欠席者数 本日出席率

46名 1名 11名 75.56％

5月27日修正出席率 93.18%

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
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会長報告
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幹事報告

5月平均出席率 94.71%



チャーターメンバー

堀 龍雄 会員

この度、私事ですが、体調不良のため

例会出席が困難となりました。

昭和49年5月15日から41年間、皆様のご支援頂きました

ことを御禮と感謝を申し上げます。

クラブ奉仕（Ａ部門）

坂本 正人 君

委 員 長 坂本 正人

委 員 岩崎 泰人（会員増強）

上原 俊宏（Ｒ情報）

会員増強委員会としては、今年度中の退会は 2人ござい

ました。でも嬉しいことに新入会員さんが 3人も入会し

てくださいました。

ロータリー情報では上原先生に規定審議会からの情報で

改定すべきところを、していただきました。

おのおの方には感謝申し上げます。

会員増強委員会

畑地 誠 君

委 員 長 岩崎 泰人

副委員長 丸山 博之（会員増強担当）

委 員 畑地 誠 （職業分類担当）

増強委員としての１年、あっという間にすぎました。

委員３人で一丸となって頑張ってまいりました。

１ 毎週水曜日に時間を作れる

２ 奉仕の精神が高い

３ 心が穏やか

４ 誠実で正直で団体生活が苦で無い

このような人を探してあちこち訪ね回りました。

今年度入会者です。

那須 壽子 （なす としこ）様

千ノ本 茂一（せんのもと しげかず）様

猪野 泰志 （いの やすし）様

会員皆様の御協力のおかげです。深く感謝いたします。

増強委員を退任した後も引き続き協力してまいります。

Ｒ情報委員会

上原 俊宏 君

委 員 長 上原 俊宏

副委員長 橋本 隆

委 員 竹村 英一

遅れていた規定審議会（2013年4月）の変更による当ク

ラブのクラブ定款、クラブ細則および内規の定例の変更

を行い、だれでもが参照できるように小冊子としてファ

イル化した。

また、これによる一部の変更内容を週報に記載した。

一方では、クラブ細則、内規のファイル冊子を入会時に

新入会員に配布し会員活動に寄与すること並びにロータ

リー活動の理解を深めるように努めた。

クラブ奉仕（Ｂ部門）

木村 壽一 君

委 員 長 木村 壽一

委 員 安井 忠雄（出席）

北村 圭司（会報）

吉本 正美（親睦）

早稲田清司（プログラム）

この一年間、Ｂ部門委員長という大役を仰せつかり、会

員の皆さんの御協力と寛容な心により無事大過なく務め

させていただき、心から感謝しています。

それでは各委員会活動を振り返ってみます。

プログラム委員会に於いては毎回の卓話を聞き応えのあ

る有意義な話を聞かせて頂きありがとうございます。

出席委員会については各会員の方々が出席１００％の義

務があると認識していただいていると思います。近隣ク

ラブやＥクラブへのメイキャップをして頂き、非常に高

い出席率を維持していただきました。

親睦委員会活動ではいつもなごやかな楽しい語らいの

場を作って頂きありがとうございます。又、新年会や催

し物を企画し、いろいろと工夫を凝らして楽しませてい

ただきました。

会報委員会の皆さんには、例会日には必ず居残り、会

報の編集、作成をして頂き感謝しております。後日、会

報の記事を読み返したりして思い出す事もありました。

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

本 日 の プ ロ グ ラ ム

委員会活動報告

会員挨拶



次期Ｂ部門委員会に所属する皆様方には、更なる飛躍

と、充実した一年になりますことを祈念して、一年間

の御礼と致します。

出席委員会

安井 忠雄 君

委 員 長 安井 忠雄

副委員長 西谷 次彦

前期は、93％前後を達成出来ました。

後期のはじめは、修正出席率が悪く90％切れる事もあ

りましたが、欠席者の方のメイクアップの協力により、

後半は上昇し、平均出席率93％を維持する事が出来ま

した。

皆出席者には記念品を贈り、例会でその功績を讃えま

す。

会報委員会

北村 圭司 君

副委員長 北村 圭司

委 員 渡口 眞二

後藤 信博（雑誌担当）

例会の正確な記録、及び、報道を行う。

各委員会の協力を得て、話題や活動が十分に取り上げ

られるように努める。

会員や行事の写真を織り混ぜ、視覚的に楽しめるよう

に編集する。

毎週発行する。

｢ロータリーの友｣を会員向けに周知する。

週報のデーター化、及びデーター配布を更に推進する。

ホームページの維持・活用を行う。

上記計画に基づいて、会報委員会の活動を報告いたし

ます。

良かった点

外卓をして頂いた方々、及び、内卓をして頂いた方々

が、発表内容をデーター及び資料で準備して頂いた事

で、作成作業の時間短縮ができました。次年度も必ず

継続して頂きたいと思います。

ドロップボックスを活用する事で、リアルタイムに委

員会の皆さんが確認、編集、修正が出来、より正確な

週報を作成する事が出来ました。

反省点

会報作成に追われ、各委員会との連携が取れずに他の

委員会の活動等が紹介できなかった。

お祝い行事で、該当者の方々のメッセージを紹介した

かったが実行できなかった。

委員長不在になり、かつ、副委員長の私（北村）が、

本職の出張回数が多数のため、関係各委員や、事務局

に苦労をお掛けました。

皆さんへのお願い

『にこにこ』のメッセージありがとうございます。た

だ、自分の会社のパソコンの出来る社員に長文メッセー

ジをワードで打ってもらい、それをプリントアウトし

て『にこにこ』で読まれる事は問題ないのですが、再

度、パソコンで会報委員や事務局が打つのは無駄に時

間がかかりますので、長文の場合、パソコンを打たれ

た社員にメールで事務局に送ってもらって下さい。

一瞬で、そのまま、貼り付けが可能です。

委員の皆様、会員さん、そして本年度は事務局木村さ

んのご協力のおかげで1年間会報委員会を運営すること

が出来ました事に本当に感謝いたします。

青少年奉仕委員会

谷本 司 君

委 員 長 谷本 司

副委員長 堀 龍雄

活動方針：新世代の基本的ニーズ

（健康、人間の価値、教育、自己開発）を支援する。

今年度活動報告

2014年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20万円

参加者：谷中会長、岡本幹事、谷本委員長

2015年1月18日（日）

全国青少年交換シンポジュウムへの参加

（神戸国際会議場） 参加者：谷本

2015年4月4日（土）

クラブ青少年・ライラ委員長会議に出席

（泉大津、テクスピア大阪） 参加者：谷本

2015年4月26日（日）

ＲＯＴＥＸ関西合同行事 春の遠足大阪散策

（青少年交換学生 倉山さんに同行）

参加者：谷本

熊野高校の女生徒が2015年～2016年度の青少年交換留

学生としてカリフォルニアに留学することが決まりま

した。今年の夏には交換で留学生が来られます。その

時に来日生にも派遣生にも当クラブにも、実りある青

少年交換となりますよう、会員の皆さんのご理解とご

協力をお願い致します。

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



＝＝5月27日新人歓迎会＝＝
千ノ本さん、猪野さん入会歓迎いたしますヽ(^o^)丿

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

会長挨拶

猪野さん千ノ本さん 浦地さん元気で何より

皆さんとの交流です お姉ちゃんと弟？

おまはん！食べ過ぎんようにな 今夜も記憶喪失に・・ ま一杯、わしもたのむわ

眼光鋭くお姉ちゃんを見つめる 皆様の心に火を灯します 最初はグーから


