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「こ ころの中を みつめよ う
博 愛を広げる ために」
-Reach within to Embrace
Humanityカ ルヤン・バ ネルジー
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４つのテスト (FOUR WAY TEST)
言行はこれに照らしてから
(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
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本日のプログラム 7/14
各委員会
年間活動計画 Ⅰ

奉仕の理想

次回のプログラム 7/21

●ゲスト

中西力三郎名誉会員

●ビジター

各委員会
年間活動計画 Ⅱ

「三谷直前会長による乾杯」

出席報告
会員数
出席規定免除会員数

出席計算会員数
出席者
出席率
メイクアップ
修正出席率

第2878回
87名
10名
84名
69名
82.14％
3名
85.71％

第2879回
87名
10名
85名
72名
84.47％
4名
89.41％

第2880回
81名
10名
80名
61名
76.25％

メイクアップ
7月5日

大﨑（田辺はまゆうRC）

お 祝 い
会員誕生日
吉田透､田中､小川､中松
配偶者誕生日 長井淑江(保夫)
皆 出 席
堅田(2年）瀬戸､田中(4年)､玉井(13年)
津村(30年)
在籍表彰
野村利(35年）

ニコニコ箱
☆今年度どうかよろしくお願い申し上げます。･･･伊賀
☆幹事です｡一年間よろしくお願いします。････福本雅
☆三谷前会長､横田前幹事以下会員の皆さん､一年間有
難うございました。伊賀新会長の下､新年度のクラブ
の発展を期待しています。･････････････････脇村孝
☆伊賀丸の船出をお祝いします。福本幹事と力を合わ
せ､荒波を乗り越えて下さい。････････････････村上
☆伊賀会長･福本幹事､一年間頑張って下さい。･木村頼､
中松､植田芳､稲田静､植田英､竹本､新藤､松本､大﨑
☆伊賀会長･福本幹事ガンバって下さい。････････････
･･･････････････････････白井､濵口､横田､坪井､堅田
☆会長･幹事､一年間頑張って下さい。･･････新井､浦出
☆伊賀新会長ご苦労様です。今年1年会場監督です。皆

様ご協力宜しくお願いします。SAA一同より････････
･･････････････････････････野村富､玉井､山本､田中
☆会報に制作中の金剛力士が掲載されました。写真は､
白井さんに撮ってもらいました。･･･････････三谷昌
☆今期一年､会員増強よろしくお願いします。1に増強､
2に増強､3･4は休んで5に増強です。･････････木村勝
☆米山奨学委員会です。1年間よろしくお願いします。
･･･････････････････････････････････････････宮本
☆ロータリー財団です。今年一年間､ご協力お願い致し
ます。･････････････････････････････････････田上
☆職業分類委員会､1年間宜しくお願いします。･･･白井
☆プログラム委員会です。一年間よろしくお願いしま
す。･･･････････････････････････････････････濵口
☆引き続き会報を担当する事になりました。宜しくお
願い致します。･････････････････････････････柏木
☆親睦活動委員会､一年間よろしくお願いします。･･･
･･････････････････････････････････････新藤､松本
☆記録委員会です｡一年間よろしくお願いします。矢野
☆ゴルフ準優勝久し振りです。･････････････････白井
☆7月3日ロータリーゴルフ､ダブルぺリアのおかげで優
勝させて頂きました。堅田杯もいただきました。又､
大ジャンケン大会で全て勝って自転車までゲットし
ました。･････････････････････････････････野村富
☆一張羅のネクタイを醤油さしにつけてしまいました。
気が抜けたかな？･･･････････････････････････横田

お知らせ

会長報告
・本日､中西名誉会員に出席していただいています。
ご挨拶は後ほどお願い致します。
・7月10日に堺にて大澤徳平ガバナーによる地区協議
会が予定されています。各部門へ11名参加致します。
・次週の第2例会日には、昨年度と同様､雑誌委員会に
よる雑誌紹介を行いますが､今年度は､食事は通常ど
おりに例会が始ってから皆で一緒にいただきます。

幹事報告
・本年度の組織表及び例会プログラム計画表を各自ト
レーに入れています。
・本日より上半期の会費9万円の納入お願いします。
・7月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄは1ドル82円です。
・今年度の｢THE･ROTARIAN｣(ｻﾞ･ﾛｰﾀﾘｱﾝ)(半期12ドル)
のご購読を新たに希望される方は幹事までお申し出
下さい。

委員会報告

プログラム委員会
濵口裕作委員長
・一年間宜しくお願いします。次週より2週に亘って
事業計画を発表して頂きます。組織表の上から順番
にお願いします。

今年度のＲＩのテーマは『心の中を
見つめよう、博愛を広げるために』で
あります。
又、３つの強調事項を提唱されており
ます。
第一の強調事項は『家族』
万事は家族から始まります。私たちが行う奉仕にす
べて、また世界で成し遂げたいと望むことすべての出
発点は家族にあります。そしてあらゆる家族の中心を
成しているのが母と子です。ここからはじめてこそ、
人々の生活や地域社会全体を通じて世界をよりよくし
ていくことが出来るのです。
第二の強調事項は『継続』
私たちが得意とすることは何かを知り、それを継続

≪中西力三郎誉会員≫

しながら次のレベルへと高めていくことです。私たち

皆さん､こんにちは。伊賀丸の
新しい船出をお祝い申し上げたい
と思います。心はだれも見えませ
んが心配りは誰にも見え、思いは
だれにも見えませんが思いやりが
あれば誰でも見えます。心の中を
見、思いやり、励ましあって一年
間どうぞよろしくお願い致します。

プログラム

は皆、ロータリーの奉仕で成功を収めてきました。こ
れらの成功を土台に今後もさらに多くの人々に手を差
し伸べていくことが出来るでしょう。ですから、きれ
いで安全な水の提供、疾病の予防、識字力の普及、新
世代のための活動や新世代との協力、平和への努力と
いった活動をこれからも続けていかなければなりませ
ん。
第三の強調事項は『変化』
私たちは皆、ロータリーを通じて世界を変えたいと
望んでいます。ロータリアンとなる理由はまさにこれ
に尽きるのではないでしょうか。幸せと健康と平和に

2011-2012年度

『 会 長 挨 拶 』

溢れた世界を作ることができる。過去よりも明るい未
来を築くことができると、ロータリーの奉仕を通じて
この理想を実現しているのです。と提唱されておりま

伊 賀 久 記 会 長
新年度の初例会にあたり一言
御挨拶させていただきます。
私が、田辺ロータリークラブに入会させて頂いて丁
度２０年又、還暦の節目の年に伝統ある田辺ロータリー

す。
今年度の田辺ロータリークラブの方針を申し上げさ
せていただきます。
①親睦活動を通じて会員の融和を図る。
②伝統を守りつつ楽しい例会を目指す。
③会員増強及び退会防止、特に女性会員、若年層の
会員の発掘。

クラブの会長をさせていただくことは私にとりまして
今まで閉ざされていた窓を良い感じに開けて頂き又、
人間として成長させていただく大きなチャンスを与え
て頂いたことに本当に感謝を申し上げますとともに、
又、大変光栄に思い一年間会長として、無能な私でご
ざいますが、私なりに一生懸命頑張りますので、御指

であります。
ロータリークラブの原点は親睦活動だと思っており
ます。会員相互の理解を深め、友愛の輪を広げて頂け
れば楽しいロータリーライフを見つけることができる

導御鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。又、幹事

のではないでしょうか。楽しくなくては何事において
も長続きはしないと思っております。まず楽しみを見

さんはじめ、理事、役員、各委員長の皆様には快くお

つけて頂くことが大切なことだと思います。又、１０

引き受けいただき本当にありがとうございます。今後
何かと御苦労をおかけするかも分かりませんが、どう

年２０年先の田辺ロータリークラブでの繁栄を考えま

かよろしくお願い申し上げます。

すと、増強が最も大切なことではないでしょうか。
新しい風が入ることにより田辺ロータリークラブの
活性化となり繁栄に繋がっていくものと思っておりま

さて、今年度のＲＩのカルヤン・バネルジー会長の
簡単な紹介と方針を申し上げさせて頂きます。バネル

す。

ジー会長はインドの方でインド最大の農薬メーカーの

最後になりましたが、今年度も地区は落ち着いた状
況とはいえませんが田辺ロータリークラブだけは元気

重役をされておりロータリーでは長年にわたりＲＩ理
事、ロータリー財団管理委員など要職を歴任されてお
ります。

で仲良く楽しくロータリー活動を皆様方にして頂ける
事をお願い申し上げて御挨拶とさせていただきます。
http://tanabe-rc.com/

ＴＡＮＡＢＥ ROTARY

