
（敬称略）

◇委員会活動報告、後半、頑張って下さい。

愛須 勝章、後藤 信博、橋本 隆、片井 貢、

木村 壽一、北村 圭司、畔田 実、中川 文恵、

那須 壽子、野村 憲司、岡本 博、大久保 勝也、

坂本 正人、武田 静也、玉置 和男、上原 俊宏、

谷中 順次郎、早稲田 清司、山本 亘、吉本 正美

◇委員会報告、頑張ります。

泉 房次朗、前田 吉彦、森本 修至、吉田 和枝

◇早退します。 丸山 博之

◇会長席のお花頂きます。 佐田 一三

■本日のプログラムは委員会活動報告発表の後半です。

各委員長さん、宜しくお願い致します。

■6月10日の定例理事会の御報告を致します。

◎2014～2015年度見込み決算報告…会計 小山君より

監査報告していただき、現況を共有しました。

◎ネパール地震災害義援金協賛について…地区より依

頼がきている義援金については地区への協賛ではな

く、紀伊民報等を通じて地域に発信にて寄付する。

◎小倉貞三さんの通夜、告別式での受付をお手伝い頂

いた会員をメークアップとする件…承認。

◎辻ガバナー事務所からの「合同慰労会」について…

会長欠席。

◎地区正常化する会6月22日(月)について…谷中会長、

岡本幹事、沖君、武田君、参加。

◎Ｒ財団への奉仕食差額分の寄付について…今回は奉

仕食を行なった分の寄付をする事で決定。

◎ニコニコ会計→50周年定期と特別会計定期への振替

について…例年通り10万とする。

◎事務局賞与について…承認。

◎上富田町青少年育成町民会議へ訪問日程について…

上富田町の日程に合わせる。7月7日午前10時30分、

次年度会長と次年度幹事が訪問する。

◎退会届の件…堀会員より届く。慰留しましたが体調

がお悪い様ですので、承認致しました。

■例会日時変更

◎白浜ＲＣ 6月26日(金)→ 6月30日(火)18：30～

場所：民宿 望海

◎新宮ＲＣ 6月24日(水)→ 6月24日(水)18：30

場所：かわゐ＜最終パートナー同伴夜間例会＞

◎海南東ＲＣ 6月29日(月)→ 6月29日(月)18：30～

場所：美登利 ＜今期 最終例会＞

7月 6日(月)→ 7月 6日(月)19:00～

場所：海南商工会議所4Ｆ

■メークアップ

◎6月1日 小倉貞三名誉会員お通夜受付

本田耕二君、野村憲司君、岡本博君、坂本正人君、

谷中順次郎君、玉置和男君、山本亘君、

吉本正美君

◎6月2日 小倉貞三名誉会員告別式受付

本田耕二君、野村憲司君、岡本博君、坂本正人君、

谷中順次郎君、玉置和男君、山本亘君

◎6月10日 定例理事会

泉房次朗君、木村壽一君、小山實君、森本修至君、

岡本博君、坂本正人君、武田静也君、竹村英一君、

谷中順次郎君

■回覧

◎社会福祉法人やおき福祉会・やおき後援会

「やおきジャーナルVOL.68」

“ あゝ田辺東ロータリー ”

吉本 正美 君

VOL41 No.45第1980回 例会

ニコニコ箱

2014－15年度

2014-15年度RI会長：Gary C.K.Huang

第2640地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ： 辻 秀和

創立：昭和49年5月15日

会長：谷中 順次郎

幹事：岡本 博

会報：北村 圭司 副委員長

事務所：田辺市下屋敷町81－10

きのくに信用金庫田辺支店3F

Tel 0739-24-6427 Fax 0739-34-5008

E-mail t-eastro@mb.aikis.or.jp

例会：毎週水曜日 12：30～

2015年6月17日

会員数 義務免除 欠席者数 本日出席率

46名 3名 10名 77.27％

6月3日修正出席率 95.45％

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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◎「平成27年度 やおき後援会総会のご案内」

◎「ハイライトよねやま183号」

◎ガバナー事務所より

「ガバナー月信6月号」

「ロータリーの友 地区だより7月号」

「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」

■連絡

◎「前期会費納入案内」と「入り口当番表」を各自の

トレーに入れています。よろしくお願いいたします。

◎次期幹事 畔田 実 君

6月24日午後6時～クラブ協議会を開

催いたします。次期委員長・理事・

役員さんはご出席ください。

クラブ協議会終了後、午後6時30分～ 親睦会を開催し

ます。多数の会員さんのご出席をお願いいたします。

会場監督（ＳＡＡ）

吉田 和枝 君

委 員 長 吉田 和枝

副委員長 本田 耕二

委 員 玉置 和男 奥平 朋久

栗山 侑三 畔田 実

那須 壽子

本年度のニコニコは次の通りです。

7月 203,620 8月 101,000 9月 131,000

10月 209,000 11月 169,000 12月 128,000

1月 142,000 2月 119,100 3月 150,000

4月 144,000 5月 156,000 6月 177,100

計 1,829,820円

本年度も皆様の御協力にて多額が納められました事、

感謝申し上げます。

諸先輩方に助けられながら一年が過ぎました。ほとん

ど玉置さんがやってくださいました。面目ございませ

ん。

委員さんの多大なる御努力に感謝致します。

有難うございました。

親睦委員会

吉本 正美 君

委 員 長 吉本 正美

副委員長 野村 憲司

委 員 中川 文恵 石井 達

山本 亘 丸山 勇人

杉若 雅宣 大久保 勝也

これより親睦委員会の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

田辺はまゆうロータリークラブと合同例会

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

5月27日 新入会員（猪野君・千ノ本君）歓迎会

参加者31名 あしべ

以上の活動を行いました。

会員・家族のみなさんをはじめ、親睦委員のみなさん、

事務局の木村さん、何かとご協力を頂きましてありが

とうございました。 感謝！

プログラム委員会

早稲田 清司 君

委 員 長 早稲田 清司

副委員長 中嶋 伸和

１．年間予定表の枠組みを基本にプログラムを計画す

る。

皆様のご協力により、順調に月間毎のプログラムが

組めたように思います。

２．会長筆頭に各委員会委員長の方針、活動、課題な

どをプログラムに組み入れる。

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

本 日 の プ ロ グ ラ ム

委員会活動報告

委員会報告



各会員さんがいろいろな分野での外卓の方々を探し

て下さり、大変スムーズに運ぶことが出来ました。

内卓も積極的に引き受けて下さり、大変助かりました。

特に副委員長の中嶋さんには大変助けていただきまし

た。事務局の木村さんには依頼状やお礼状の手配をし

ていただきました。

皆様のご協力に感謝いたします。

職業奉仕委員会

泉 房次朗 君

委 員 長 泉 房次朗

副委員長 片井 貢

基本方針

事業計画

職場訪問として11月19日（水）田辺米穀株式会社を訪

問いたしました。

田辺米穀株式会社：上富田町朝来3894-54 創立1952年

地元の大手企業で事業内容は塩事業センター塩・米穀

類・業務用食品等卸商です。

社長より紀南地域の地元食品スーパー小売店への商品

卸売供給・梅干など地域食品製造への原材料を供給し

食材マーケットをバックアップしています。とのメッ

セージでした。

また冷凍保存室・商品倉庫・事務室等を見学しました。

我々会員一同職業人として勇気と友情を与えて頂きま

した。

後半、出来れば当会員の職場訪問をして優良従業員を

表彰したいと思いましたが、結果的に該当企業が無く、

申し訳ございませんでした。

プログラムの予定の関係で卓話の時聞が取れず断念し

ました。

社会奉仕委員会

武田 静也 君

委 員 長 武田 静也

副委員長 愛須 勝章

社会奉仕委員会の中間活動報告を発表いたします。

9月16日 広島豪雨災害被害に対する義援金 5万円を

ガバナー事務所を通して協力。

10月 4日 弁慶祭りにおいて餅まき（15万円）

10月25日 麻薬・覚せい剤乱用防止運動

今年度は見送り。

10月28日 田辺市暴力追放決起集会及び街頭啓発パレー

ド 街頭啓発パレードに9名参加。

3月31日 識字率向上運動に対する協賛

書損じ葉書（50円葉書）4枚、

現金 3,500円

5月30日 田辺湾クリーン作戦に参加しました。14名

昨年度に続きまして、ＪＣとの協賛事業も皆様のご協

力によりこの4月26日も大成功に終わり、ＪＣとの関係

の充実化も一層はかることが出来たと考えており、こ

れを継続することにより地域への公献と共に今後、会

員増強にも寄与することとなると考えております。

一年間ご協力有り難う御座いました。

国際奉仕委員会

森本 修至 君

委 員 長 森本 修至

副委員長 沖 史郎

今年度、前期は特別な事業もなく、前年度Ｒ財団の

副委員長として地区補助金を申請し、田辺市教育委員

会生涯学習課が主催する「田辺市子どもクラブ育成協

議会」の方へ物品寄贈をしました。

当クラブから会長 谷中氏、幹事 岡本氏、現Ｒ財団委

員長の前田氏が参加してくれました。

また、3月7日次期Ｒ財団委員長として和歌山へＲ財団

管理セミナーに行ってきました。現在、地区の次期ガ

バナーの件でいろいろと問題があるため、今期は地区

補助金を申請していません。

後期には地区要請によりネパール地震義援金協賛を

お願いしました。

また、当クラブの例会で講演されたタイ国チェンライ

ロータリークラブ直前会長の原田義之氏の著書「輝く

瞳に会いに行こう」の書籍を、社会奉仕委員長の武田

氏と地域の各図書館等に寄贈してきました。

この一年はご支援、ご協力、有難う御座いました。

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



Ｒ財団委員会

前田 吉彦 君

委 員 長 前田 吉彦

副委員長 渡口 眞二 君

１．昨年12月、田辺市の教育委員会にバスケットピン

ポン台、スタッフジャンパー等の物品（40万円相当）

を寄贈し、現在、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ています。

この資金の一部として、地区へ財団補助金を申請し

ましたところ認められました。

金額は、94,400円です。

２．本日現在、会員の方々より頂きましたご寄付額は、

100ドル×34名（3,400ドル）です。また、今年度ポー

ルハリスフェローの賞状を頂いたのは2名です。

ご承知の通り、寄付額が今後の地区補助金に関連し

ていきますので、本日までのご協力にお礼申し上げる

とともに、引き続きのご支援をお願い致します。

米山奨学委員会

佐田 一三 君

委 員 長 佐田 一三

副委員長 玉置 和男

10月14日（火）

今年度初めて田辺はまゆうロータリークラブと田辺東ロー

タリークラブとの合同例会をガーデンホテルハナヨにて

行ないました。

米山奨学生13名、地区委員4名、熊野高校の校長先生1名

と田辺はまゆうロータリークラブ会員36名、田辺東ロー

タリークラブ会員37名と、多数出席して頂きました。皆

様の御協力有難う御座いました。

10月15日（水）

米山奨学生と米山学友会ご一行は白浜に一泊され、白浜

を散策された後、熊野高校に移動しワークショップを行

い高校生と米山奨学生の活発で有意義な交流が行われま

した。

田辺東ＲＣからも有志が協力をさせて頂きました。

4月26日（日）

新庄町のビッグＵにて、公益社団法人 白浜・田辺青年

会議所の創立50周年記念事業に、米山奨学生の内モンゴ

ル出身のロウエン君と、カザフスタン出身のリスメンデ

エフダルファンエルランウリ君の2名が参加してくれて、

ＪＣの皆さんとジュースの販売などを手伝い、国際交流、

親善に努め、楽しい1日を過ごしました。
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田辺市総合運動公園に時計塔を寄贈しました

～田辺はまゆうＲＣと共同事業～


