第2881回 Vol.60

2011-12年度
国 際ロータリ ーテーマ
「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

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

承 認
例 会 日 木曜日 12：30
例 会 場 紀伊田辺ｼﾃｨﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 事務所
会
長 伊賀 久記
ＴＥＬ
幹
事 福本 雅彦
ＦＡＸ
会報委員長 柏木 壽夫
ｍａｉｌ
http://tanabe-rc.com/

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2880回
81名
10名
80名
61名
76.25％
8名
86.25％

tanabe-rc@helen.ocn.ne.jp

各委員会
年間活動計画 Ⅱ

●ゲスト

次回のプログラム 7/28

●ビジター

田辺消防署

林 俊男君(御坊RC）
菅根 清君(田辺はまゆうRC）

第2880回
81名
10名
80名
61名
76.25％

メイクアップ
7月12日

田辺市湊1073-63
0739-24-2002
0739-26-0264

●ソング

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

〒646-0031

本日のプログラム 7/21

海

会員数

昭和 28年3月2日

●司会者

伊賀久記会長

「大賀ハス−岡−」撮影 阪本哲次会員

No.2 2011年7月14日

大川（田辺はまゆうRC）

お 祝 い
会員誕生日
笹野､脇村孝
配偶者誕生日 木村美幸(頼文)
渡部恒子(正義）
皆 出 席
大木(5年）

ニコニコ箱
☆伊賀会長･福本雅幹事の御健闘を祈念しまして。本年
度もよろしくお願いします。････････････林(御坊RC)
☆よろしくお願いします。･･････菅根(田辺はまゆうRC)
☆林さん､久し振りです。ようこそいらっしゃいませ。
･･･････････････････････････････････････････近藤
☆林さん､ようこそ。いらっしゃいました。お元気そう
でなによりです。･･･････････････中松､伊賀､野村富
☆地区協議会､ご参加ありがとうございました。･･伊賀
☆伊賀会長･福本 雅幹事さん､一年間頑張って下さい。
･･･････････････････････････････････････････近藤
☆一年間よろしくお願いします。･････････････植田英
☆出席委員会､今年もよろしくお願いします。唱歌委員
会の副もやってます。･････････････････････稲田静
☆広報委員会です!１年間よろしくお願いします。市木
☆唱歌委員会です｡一年間ご協力よろしくお願いします。
･･･････････････････････････････････････････竹本

北分署長

日下

淳弘様

☆会員選考委員会です｡一年間よろしくよろしくお願い
します。･････････････････････････････････植田芳
☆雑誌委員会です｡一年間よろしくお願いします。････
･･････････････････････････････････････阪本､古谷
☆おかげさまで卯年8回目の誕生日を迎える事が出来ま
した。もう少しロータリーで頑張ります。よろしく
お願いします。･･･････････････････････････脇村孝
☆新井様､お世話になりました。････････････････宮本
☆宮本恭平米山委員長の代理で地区協に行ってまいり
ました。ﾄﾎﾎ････････････････････････････････新井
☆早朝3時半起床。｢なでしこJAPAN｣快勝､決勝戦が楽し
みですね。ア〜ァ･･･ネムイなぁ｡･････････････長井
☆昨日､あまり間隔が空くので､5年振りに胃カメラ検査
をしてきました。特に異状ありませんでした。･････
･････････････････････････････････････････野村富
☆昨夜は新井さんに大変お世話になりました。ありが
とうございました。･････････････････････････玉井

お知らせ

会長報告
・本日、第1回定例理事会を行いました。本年度活動
計画が承認されました。東 冬彦会員･三谷方外会員
の出席義務免除願いがクラブ定款第9条第3節(a)に
より承認されました。クラブ定款第9条第5節により
出席率の算出に使う会員数に含まれます。
・7月10日に、地区協議会が開催され､クラブより11名、
出席致しました。本年度ガバナーは大澤徳平ガバナー
(堺RC)、IM第1組ガバナー補佐は新宮RCの汐崎まこ
とガバナー補佐に決まりました。地区大会は､来年4
月7・8日､地区ゴルフ大会は4月2日に予定されてい
ます。

幹事報告
・8/11の例会は､予定表どおり理事会の決定により休
会です。
・事務局盆休みは、12,13,14,15,16日です。
・近隣クラブ会報が届いていますので回覧します。

委員会報告

出席委員会

雑誌委員会

阪本哲次委員長

稲田静雄委員長

・ロータリーの友7月号の紹介

１．例会欠席者にメーキャップの活
用を勧め、出席率向上に努める。

社会奉仕委員会

２．クラブ会員に出席規定の重要性

大木誠治委員長
・「ダメ。ゼッタイ。」国連支援募金運動に対する協
力のためのポケットコインを2週続けて行います。
ご協力よろしくお願いします。

親睦活動委員会

を周知徹底するよう努める。
３．各種大会（Ｉ.Ｍ.、地区大会等）
にもすすんで出席して、知識と親
睦を深めて頂くよう努める。

新藤整市委員長

・会員家族会を9月3日土曜日に龍神の森林公園丹生ヤ
マセミの郷で行う予定です。バスでJR紀伊田辺駅を
午前11時に出発します。バーベキュー･川遊び･温泉
･森林浴を楽しみたいと思います。少し先ですが皆
さん､予定の方お願い致します。

４．年間皆出席者の表彰を行なう。

クラブ会報委員会

柏木壽夫委員長
１．クラブの活動やレポートを記
録する媒体として会報を作成す
る。

２．例会卓話や各委員会活動の報

プログラム

告にはできるだけ写真や解説図

2011-2012年度

等を加えて見てわかりやすい紙
面構成を目指す。

『 年間活動計画 Ⅰ』

３．会報のロゴ(字体)を新しくす

会長エレクト

中松村夫会長エレクト
１．次年度会長として、伝統と格
式のある田辺ロータリークラブ
の運営と活動全般について、伊

る。
４．随時ホームページのリフォームを行う。
５．新しいＩＴ関係やＯＡ関係で取り入れられる事柄
があれば利用する。

賀会長の下で、しっかり学びた

親睦活動委員会

い。

新藤整市委員長
１．会員並びに会員家族との親睦
を深めるために、家族会を開催

２．クラブ奉仕Ａ部門の各委員会
活動を把握し、協力する。

する

３．次年度、会員の皆様方に快く

２．６０周年を目前にして、今ま

ご協力頂けるよう、会員の皆様方と更なる親交を深

での事業や活動の現場を訪ねる
勉強会ツアーをロータリー情報

めるよう努める。

副会長

植田英明副会長

委員会と共同で開催する。
３．新会員入会歓迎会を原則的に

１．会長不在の場合には、会長の
任務を代行する。
２．会長を補佐し、Ｂ部門の担当
として各委員会の活動を応援す
る。

入会日に行う。又、新会員がクラブに馴染むように
努める。
４．配偶者の誕生日に「生花」を贈ってお祝いする。
．来訪ロータリアン及びゲストを歓迎する。
５．来訪ロータリアン及びゲストを歓迎する。
６．例会場の片付けを手伝う。

会場監督

野村富也ＳＡＡ

雑誌委員会

１．会員の皆様に「ロータリーの

秩序と品位を保ちながら、和や
かで明るく楽しい例会になるよう

友」に関心を持って愛読してい
ただけるよう努めます。各委員
交代で各月の重点項目、地区関

努力する。
１．ニコニコ箱への自主申告をお

連項目を中心に「ロータリーの

願いするとともに、気分良く入
れてもらえるように努力する。

友」の紹介を行います。
２．雑誌月間の充実に取り組むよ

２．会場の諸設備を点検し、準備
に万全を期する。
３．会長・幹事・関係各委員会と
の連絡を密にし、協力して例会の遂行に支障なきよ
う努める。

阪本哲次委員長

う努めます。
３．「ロータリーの友」への会員の皆様の投稿の奨励
に努めます。
※紙面の都合上、他・数委員会は次号に掲載致します。
http://tanabe-rc.com/

ＴＡＮＡＢＥ ROTARY

