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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

「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
ＲＩ会 長
大澤徳平ガ バナー
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本日のプログラム 1/19

●司会者
伊賀久記会長

田辺警察署
署長

●ソング
君が代

昭和 28年3月2日

奉仕の理想

丸木 健嗣 様

次回のプログラム 1/26

●ゲスト

すさみ海立
エビとカニの水族館
館長 森 拓也 様

●ビジター
「年男(辰)の皆さん」

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2901回
85名
10名
83名
67名
80.72％
6名
87.95％

第2902回
85名
10名
83名
66名
79.52％
4名
84.34％

第2903回
84名
9名
82名
66名
80.49％

メイクアップ
12月23日

中松(会長エレクト勉強会）

お 祝 い
配偶者誕生日 広井喜代(永吉)
小川真由美(豊介）
結婚記念日 大木
皆 出 席 柏木､中松(2年）廣本(29年）
年 男(辰） 村上､津村､横田､寺前､南

ニコニコ箱
☆あけましておめでとうございます。本年もどうかよ
ろしくお願い申し上げます。･････････････････伊賀
☆明けましておめでとうございます。今年もよろしく
お願いします。･････････････････････････････････
･･････中松､玉井､福本雅､近藤､小山､田中､市木､山本
☆岩本浩典君､入会おめでとうございます。･･････････
･････････伊賀､福本雅､木村頼､竹本､新藤､田上､大﨑
☆岩本さん､ようこそ。･･････････････矢野､小川､濵口
☆岩本浩典さん､新春初例会での入会おめでとうござい
ます。ゴルフ同好会の皆様､強敵が入会しましたよ。
･･･････････････････････････････････････････横田

☆新年おめでとうございます。本年も商売繁盛を祈願
に伏見稲荷へ参拝してきました。･････････････柏木
☆明けましておめでとうございます。本年もよろしく
お願い致します。プログラムでリクエストございま
したらよろしくお願い致します。････････濵口､新井
☆年末に那智山お滝､水災害の市野々を通り新宮から本
宮､熊野川を下りましたが､水害､山崩れが多く片側通
行が熊野川町新宮間で10ヶ所有り。･･･････････渡部
☆12月25日クリスマスに男の孫が誕生しました。･新井
☆おめでとうございます。初市､盛会でした。････那須
☆廣本直子さんの絵をジャンケンで勝ち､頂きました。
･･･････････････････････････････････････････村上
☆娘の絵をもらって頂いてありがとうございます。･･･
･･･････････････････････････････････････････廣本

お知らせ

会長報告
・本日は､2012年新年例会です。おめでとうございま
す。本年もどうぞよろしくお願い致します。
中西力三郎名誉会員に出席頂いています。田辺ロー
タリークラブもこの1月8日を迎えて満59年です。
残り半年間､気持ちも新たにして努めていきたいと
思います。
・1月はロータリー理解推進月間です。
・12月23日､中松村夫会長エレクトが地区会長エレク
ト勉強会に出席されました。
・新会員が1名入会されます。

幹事報告
・本日より後期会費を集めさせて頂いております
・ザ･ロータリアン､近隣クラブの会報が届いています
ので回覧します。

中西力三郎名誉会員

委員会報告
親睦活動委員会

新藤整市委員長
・本日入会の岩本新会員の歓迎会を今晩夜6時30分よ
り駅前新通り｢まるた｣にて行います。大勢の参加よ
ろしくお願いします。再度出欠表を回覧します。

あけましておめでとうございま
す。私､80の坂を越え1歳になりま
した。書家獏山さんの言葉で｢花ア
ルトキハ花ニ酔ヒ 風アルトキハ風
ニ酔フ｣自分の我を捨てて自然には
愚痴も言わず頑張りたいと思いま
す。最後に残り半年となりました
伊賀丸の航路が無事に進み航海を
終えられます事をお祈り致します。

新会員紹介
いわもと ひろふみ

一

氏
名 岩本 浩典君
年
齢 50歳
勤 務 先 岩本電気産業㈱
役
職 専務取締役
家
族 妻､3男
趣
味 ゴルフ､野球観戦
紹 介 者 玉置会員、中田会員
言 田辺ロータリークラブに入会させて頂いて
ありがとうございます。微力ではございま
すが出来る限りクラブの為頑張っていきた
いと思います。御指導の程よろしくお願い
致します。ゴルフに野球も頑張りたいと思
いますので同好会の皆様よろしくお願いし
ます。

プログラム

『年頭のご挨拶』
伊賀 久記 会長
新年明けましておめでとうご
ざいます。皆様には２０１２年
の新春をさわやかにお迎えのこ
ととお慶び申し上げます。
早いもので昨年７月からスター
トして半年が過ぎ、その間温かいご理解とご協力をい
ただき誠にありがとうございました。本当に感謝申し
上げます。
さて、昨年を振り返りますと、国内では、３月１１
日の国内史上最大となった東日本大震災、巨大地震に
よる津波、福島原発の事故と未曽有の大災害に見舞わ
れ、今でもテレビによる津波の映像が目に焼き付いて
おります。又、台風１２号による豪雨の為の山崩れ、
水害と和歌山県でも甚大な被害となり改めて自然災害
の恐ろしさを認識させられました。一日も早く復興さ
れる事を願っおります。又、社会的には、バブルの崩
壊以来極めて厳しい社会経済情勢が続き、社会保障、
円高、株安、エネルギー問題等色々と難題が山積し、
未だに景気の低迷から抜け出す事が出来ず、早く強力
なリーダーシップをとるスーパーリーダーが現れる事
が今の日本にとって最も重要な事ではないでしょうか。
一方、明るいニュースもございました。なでしこジャ
パンが昨年７月のワールドカップで優勝したことです。
日本中に感動を与えた素晴らしい出来事だったと思い
ます。
又、世界的には、チュニジアに端を発した反体制デ
モが、他のアラブ諸国にも飛び火し、フェイスブック、

乾

杯
榎本三郎会員

「今年が良い年で
ありますように
“乾杯”」

ツイッター、インターネット等で情報発信され、リビ
ア、エジプト、イエメンと独裁政権が次々と崩壊され
民主化が進み、早く東アジアにも飛び火して、東アジ
アの春が来る事を願っております。
又、ＥＵのユーロ危機問題では、ギリシャの財政赤
字による国債デフォルトが懸念された国債危機が、こ
れから世界にかなり影響を及ぼすのではないでしょう
か。早く解決策を見出してほしいものと思っておりま
す。
さて、昨年７月７日に初例会が行われてから半年が
過ぎ何とか中間地点まで来ました。各委員会の活動も
順調に進んでおります。ただ台風１２号の影響や復興
支援金等で活動計画が予定通り行われなかった委員会
もございました。残された半年間は、なんとか計画通
り進めて参りたいと思っております。又、これからの
行事予定ですが、２月には、ライラ研修セミナー、３
月には、親睦活動委員会におよる大阪日帰りバスツアー、
４月には地区大会と色々行事がございますが、皆様方
には出来る限り参加して頂ければと思っております。
それから、ロータリー財団、米山奨学会への寄付も合
わせてお願い致します。
地区では未だにガバナー指名委員会など不透明なと
ころがあり、まだまだ落ち着いた状況とは言えません
が、田辺ロータリークラブだけは、仲良く楽しく、絆
を大切にしてロータリー活動をして頂ければと思って
おります。残された半年間、先輩方が築き上げて下さっ
た伝統ある田辺ロータリークラブの会長を精一杯務め
させていただきたいと思っておりますので、どうかご
支援ご協力の程よろしくお願い致します。
最後になりましたが、今年が皆様にとりまして素晴
らしい年でありますよう祈念いたしまして新年のご挨
拶とさせていただきます。
ありがとうございました。
http://tanabe-rc.com/
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