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Tanabe East Rotary Club
2021-22年度RI会長
シェカール・メーター
第2640地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ ： 豊岡 敬
田辺東ロータリークラブ
創立：昭和49年5月15日
会長 ： 佐田 一三
幹事 ： 玉置 佳範

〇会長報告
会長

佐田 一三

■ 本日は2021～2022年度の初例会です。本日も新型コ

ロナ感染の予防対策をとりながら例会を開催いたし
ます。ご協力よろしくお願いします。
お食事は持ち帰って頂くようにし、ピアノは無く、
時短例会とします。
後ほどご挨拶致しますので宜しくお願い致します。

in 2021-22

例会場/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
http://tanabe-east-rc.com/
E-mail info@tanabe-east-rc.com
例会：毎週水曜日 12：30～
ビジターフィー ￥2.000

９．田辺東ロータリークラブの事務局はきのくに
信用金庫３Ｆにおく。
１０．取引銀行
きのくに信用金庫 田辺支店
１１．食事納入先 宝来寿司、和づち、他
（お弁当担当に一任する）
１２．ピアノ演奏謝礼、駐輪場代、花代、駐車場代も
同じ条件で依頼する。
→ 古家さん、廣井眼科、浦地さん、愛須さんに。
１３．ビジターフィー ２,０００円
１４．ニコニコ
御祝 誕生日 会員、奥様
各３,０００円
結婚記念日
５,０００円
記念品（鉢花）を贈呈 承認。

１．非公式理事会決議事項の承認
２．理事・役員承認
３．各委員会配属の件承認
４．年度行事の計画及び予算案の承認

１５．今年度の人件費は前年同様にすることを承認。
１６．皆出席の方に記念品の贈呈 承認。
１７．出席義務免除者 承認
畑地誠君 , 稗田智則君 , 那須壽子君 ,
龍見小夜子君

５．議決権は 幹事、会計は理事会のメンバーとし
て議決権を有す
６．代行議長の順序 会長及び副会長不在の場合
他の理事会員が議長を代行する。（年齢順）
７．法定休日（例会は休会）

１８．年会費分割払いは承認。事案ごとに随時審議
することを承認。
１９. 上富田町青少年育成町民会議の交流事業実施
に伴う支援について、継続事業とする。
５万円の支援をすることを承認。

11月3日、2月23日、5月4日
８．ロータリークラブ定款第７条第１節のＣにより
休会 （その週に一般に認められた祝日を含む
国民の祝日が含まれる）
9月22日、3月23日

２０．地域の青少年への貢献として、少年野球大会
の運営費として５万円の支援をすることを承認。
２１．例会運営について、しばらくはピアノは無く、
時短例会とし、お食事は持ち帰って頂くように
することを承認。

■第１回公式理事会の決定事項をご報告致します。

（１年に4回まで例会を取りやめることができる）
8月11日、12月29日、1月5日

■本日のお弁当は「宝来寿司」です。ご賞味下さい。

〇幹事報告

■例会日時変更

幹事 玉置佳範

◎有田ＲＣ
7月 1日(木)、22日(木) → 休会
◎海南ＲＣ
毎月第一、第二、第三 水曜日（月3回）開催とする。
◎和歌山東南ＲＣ
7月21日(水) → 休会

四つのテスト：1.真実かどうか2.みんなに公平か3.好意と友情を深めるか4.みんなのためになるかどうか

■メークアップ

「RLIの概要とディスカッションリーダーの役割」
「ディスカッションリーダー推薦のお願い」
「クラブ会員増強委員長会議 開催のご案内
日時：7月25日(日)」
「2020-21年度 ロータリー文庫運営委員会 委員長
青木貞雄様より『ロータリー文庫運営委員会より

◎7月7日(水) 第１回公式理事会
本田耕二君、畔田実君、丸山健君、西谷貞彦君、
岡本博君、佐田一三君、坂本正人君、玉置佳範君
■回覧

新年度にあたり各クラブへの文書配信のお願い』」
「ロータリー文庫HP利用方法」
「クラブ整理番号変更のお知らせ」

◎「英語版ロータリアン7月号」
◎藤井ガバナー事務所より
「2020-2021年度ガバナー事務所閉所のお知らせ」
「日本のロータリークラブ誕生100周年記念
ベスト配布について」
◎豊岡ガバナー事務所より

■連絡

◎7月のロータリーレートは 1ドル＝111円です。
◎次回7月14日は委員会活動計画発表です。
各委員長さんは発表よろしくお願い致します

「2021-2022年度RLIへの取組について」
「2021-2022年度ガバナー事務所開所のお知らせ
ホームページ (http://www.rid2640g.com/toyooka/)」

〇本日の唱歌
君が代
唱歌委員 谷中順次郎 君
〇出席報告

会員数 38名
義務免除
本日出席率 91.43％

3名

本日の欠席者

3名

〇にこにこ報告
（敬称略）
◇初例会お祝い
愛須勝章、泉房次朗、上原俊宏、浦地章、片井貢、
小山實、後藤信博、坂本正人、武田静也、竹中悟、
竹村英一、谷中順次郎、谷本司、豊田正人、橋本隆、
中嶋伸和、畑地誠、本田耕二、前田吉彦、丸山博之、
丸山健、山本亘、吉田和枝

＜本人誕生日、奥様誕生日、結婚記念日メッセージ＞
本人誕生日：竹村英一
◇坂本正人「今年47才になりました。
ゴメン！！ 20才鯖読みました。」
奥様誕生日：浦地章、坂本正人
◇前田吉彦「いつもありがとう。
頑張って5人目産んでください。」

◇佐田会長「今年1年間よろしくお願い致します。」
◇谷本司「アイ してます！がんばって・・・」
◇玉置幹事「1年間どうぞよろしくお願いいたします。」
結婚記念日：泉房次朗、畔田実
◇岡本副会長「本年度佐田年度の始まりです。
どうぞ宜しくお願いします」
◇岩崎泰人「サダ新会長おめでとうございます。
後でサウナでも行きますか？」

☆本人・奥様・結婚記念日のトリプルスリー
西谷貞彦君「恒例のトリプルスリーの月がやってま
いりました。年に一回まとめて行事を済ませられる
というのは大変ありがたいなーと前向きに考えます！」

◇森本修至「サダさんがんばって！ボクも頑張ります」
◇お花頂きます。

山本亘

初例会、たくさんのニコニコ
ありがとうございました
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〇記念品贈呈
お二人ともお疲れ様でした。
直前会長 本田 耕二 君

直前幹事

竹中 悟

君

〇本日のプログラム
初例会挨拶
副会長

岡本

博

幹事

玉置佳範

本年度、佐田会長、玉置幹事のもと副会長を拝命いた

本年度「幹事」を仰せつかった玉置です。

しました岡本です。

どうぞよろしくお願いします。

さて、岡本がこの東ロータリークラブに入会させてい さて、幹事。
ウィキペディアでは、幹事とはあるグループを取りま
ただきましたのが2008年の5月、はや13年たちます。
まだまだ未熟ですので、あまりお役には立てませんが、 とめる代表となる人をいうとあります。
この一年はこちらのひな壇より佐田会長、玉置幹事の
お手伝いをさせていただきたいと思います。
まだまだ、コロナの状況も不安定な中でのオリンピッ
クも開催されます。

ロータリークラブなので、代表は佐田会長だと思うの
ですが、幹部という事には変わりなく、会長をお支え
するポジションなのかなと思うわけです。
トップを支える、ナンバー２，３という事ですが。

第5波の到来も懸念されてはいますが、本年度後半に
はワクチン接種もかなり進んで、状況も落ち着くころ
だと思います。
会長にもご足労を頂き、若い方々との交流を深め、会

戦国時代、織田家に仕えた家臣の中では、柴田勝家。
また、そのライバル、木下藤吉郎。また、明智光秀、
のちに本能寺の変で謀反を起こしますが。
明智光秀、主君を裏切った極悪人のイメージですが、

員増強に努めてまいりたいと思います。
皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

戦闘も内政もできる、優秀な人物だったようです。
２０２１～２０２２年度も始まったばかりです。
日本の過去の歴史がそうであったように、今のこの時
代に何が最適なのか、何が最善なのかを考え、また学
びながら、行動していきたと思います。
１年間どうぞよろしくお願いします。

四つのテスト：1.真実かどうか2.みんなに公平か3.好意と友情を深めるか4.みんなのためになるかどうか

会長方針
第48代会長

佐田一三

３月、ユーチューブのライブ配信にて、ＰＥＴＵ（会
長エレクト研修セミナー)を受け、４月に地区協を、
オンラインによるライブ記信にて参加しました。その
うえで、ＲＩと地区の方針を少しお話しさせていただ
きます。

会員増強について、2640地区において1700人台まで減
少した会員数を、先ずは、1800名まで回復しましょう。
多様性と女子のエンパワーメント(能力を引き出し権
限を与えること)ロータリーは、公平、公正の価値観
を持ち、また成長の活力として多様性を求めています。
女性会員の増強を進めていきましょうと言うことです。

我がクラブと致しましては、今年度は、コロナ禍の中
で中々実現できなかった、会員相互の交流、家族の皆
様との交流の機会を多く持ち、親睦を深めるとともに、
増強にも力を入れていきたいと考えております。
先ず、ＲＩ、国際ロータリーの会長は、シェカール
特に親睦委員の方々にはご苦労おかけしますが、よろ
メーター氏(インド、 西ベルガン州)の、カルガッタ、 しくお願い致します。
マハナガル、ロータリークラブです。
本年度のＲＩテーマは、
また、プログラム委員の方々には卓話等につきまして、
「奉仕しよう、みんなの人生を豊かにするために
調整しながらで大変ではございますが、よろしくお願
ＳＥＲＶＥ ＴＯ ＣＨＡＮＧＥ ＬＩＶＥＳ」です。 い致します。
国際協議会の中で、メーター会長は常に「超我の奉仕」
というロータリーの標語のもと、私たちは「もっと行 心強い役員の皆様に支えられ、頑張っていきたいと思っ
動する」ために「もっと成長する」必要があると説き ております。
ます。そこには、アルバート アインシュタイン博士 この一年、有意義で、楽しい例会が持てますよう、役
が語った「誰かのために生きてこそ、人生には価値が 員の皆様、会員の皆様のご協力を切にお願いいたしま
ある」のように、「奉仕するとき、誰かの人生だけで して、私の挨拶とさせていただきます。
なく、自分の人生も豊かになる」、「人々の世話をし、
奉仕することこそ、人生の、最高の生き方」と述べ、
全世界のロータリアン、ロータリーアクトに奉仕のプ
ロジェクトへの積極的な参加を呼び掛けています。
本年度もニコニコよろしくお願いします。

続いて、地区ガバナー豊岡敬(とよおか さとる)様の
活動方針は、「広げようロータリーの光を」です。
我々ロータリアンは、職業を通じて、社会への奉仕を
通じて、青少年の育成を通じて、社会のひと隅を照ら
す光として、輝いています。
世界を襲うコロナ禍にあって、我々一人一人が、希望
を照らす光となり、その光の輪を広げて行き、忘を同
じくする仲間を増やしましょう。
2640地区においても、安全、安心を第一に考え、地区
やクラブ等の活動において、バーチャル(オンライン)
で対応するように推奨されています。ただし、それぞ
れのクラブ等のご要望に応じて、バーチャルや公式訪
問にも、臨機応変に対応させていただきます。

〇今日のお弁当
本日は宝来寿司さんの
お気遣いで赤飯の
御祝い弁当です。
美味しくいただき
ました。

楽しいメッセージもたくさんお願いします。

〇次回プログラム
7月14日 委員会活動計画発表
皆出席表彰
7月21日 内卓（フリー）
7月28日 内卓（フリー）
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