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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
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●司会者
伊賀久記会長

田辺消防署
北分署長

●ソング

日下 淳弘様

赤いハンカチ
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●ゲスト
●ビジター

松上 京子 様

「 田 辺 祭 」撮影 横田達夫会員

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

☆青少年奉仕委員会､一年間よろしくお願いします。･
第2880回
81名
9名
80名
61名
76.25％
8名
86.25％

6月平均出席率

第2881回
81名
9名
79名
61名
77.22％
9名
88.61％

第2882回
81名
9名
79名
61名
75.95％

85.16％

メイクアップ
7月19日

村上（田辺はまゆうRC）

お 祝 い
会員誕生日
村上､福本雅､玉置
配偶者誕生日 福本賀子(雅彦)
渡部恒子(正義）
皆 出 席
古久保(23年)

ニコニコ箱

･･･････････････････････････････････････････竹内
☆先日､三谷昌さん､稲田太門さん､瀬戸さんにお世話に
なり､無事に｢大峰山西の覗き｣達成してきました。松本
☆松本さん､先日はお疲れさまでした。｢覗き｣で約束し
た事守って下さい。次回も楽しみにしています。三
谷昌さん､ありがとうございました。･･･瀬戸､稲田太
☆どういたしまして。･･･････････････････････三谷昌
☆会報に各委員会の年間活動計画を発表中の委員長さ
んの写真を掲載いたしておりますが､自分だけカメラ
を見ずに下向きの写真になってしまいました。今日
発表の委員長さん､是非カメラに向かって､いいお顔
でよろしくお願いします。･･･････････････････柏木
☆なでしこJapan､Ｗ.cup優勝おめでとう!････････阪本
☆もてなしの旅と云うテレビ番組に僕たちの妻がフラ
ダンスでテレビ出演したそうな。････････新井､中松
☆東日本大震災の写真展をビッグＵで行っています。
近くへ来た時はお立ち寄り下さい。･･･････････小山
☆久し振りに有楽町で映画｢スーパーエイト｣観てきま

☆このたび､那須ふみ枝の葬式にはいろいろとお世話に

した。街を歩いていると､営業マンに道を聞かれまし
た。･････････････････････････････････････野村富

なりました。お礼申し上げます。ありがとうござい
ました。･･･････････････････････････････････那須

☆少し､やせたかも？････････････････････････福本雅

☆植田英明君､マルチプル･ポール･ハリス･フェローお
めでとうございます。･･･････････････････････伊賀
☆マルチプル･ポール･ハリス･フェロー頂きました。･･
･････････････････････････････････････････植田英
☆各委員長･役員さん､年間計画発表ありがとうござい
ます。･････････････････････････････････････濵口
☆社会奉仕委員会です。･･･････････････････････大木
☆ロータリー情報委員会です。一年間よろしく。･堅田

お知らせ

会長報告
・那須敏夫会員のお母様が病気療養中のところご逝去
されました。ご冥福をお祈り致します。16・17日に
ご葬儀が執り行われました。皆様お参り頂きまして
ありがとうございました。
・本日、臨時理事会にて新会員推薦の件、退会者の件
が承認されました。松原正明会員が転勤の為､退会

願いが提出され承認されました。
・植田英明会員がマルチプル･ポール･ハリス・フェロー
になられました。認証のピンが届いていますので、
お渡しします
・松原正明会員の勤務の都合上､例会に出席されるの
は本日が最後になりますので記念品をお渡しします。
その後､松原会員に一言ご挨拶して頂きます。

プログラム
2011-2012年度

『 年間活動計画 Ⅱ』
広報委員会

田辺ロータリークラブの精神

幹事報告
・本日､会員として推薦された3名の方をクラブ細則第
11条第5節により会員の皆様に通知申し上げます。
この推薦に異議のある方は7日以内にその理由を書
面を以て理事会にご通知願います。
・8月のロータリーレート80円です。
・7月15日より本年度地区ホームページがアップされ
ています。月信（ガバナーズマンスリーレター）の
方も同時にアップされています。印刷を希望される
方は名簿を回覧いたしますので○印をお付け下さい。
・田辺はまゆうロータリークラブより2月に開催され
ましたＩＭ第1組インターシテイ−ミーティング記
録DVDが届いています。事務局に保管していますの
でご覧になりたい方はお申し出ください。
・上富田町立図書館よりロータリー文庫寄贈の礼状と
購入図書の一覧・写真が届いています。
・ロータリー米山記念奨学会より､毎月1回米山記念奨
学事業の最新ニュースをお知らせするニュースレター
｢ハイライトよねやま｣が届いていますので回覧しま
す。
・近隣クラブ会報､ザ･ロータリアン､児童養護施設ひ
まわり寮より｢ひまわり寮だより｣､関西電力｢わっと｣
が届いておりますので回覧します。

や、奉仕活動等を各種報道機関
やホームページ等を通じて広報
し、地域の人達に活動を知って
頂くよう努力する。

唱歌委員会

２．ロータリーソングや親しみ
のある歌を選択し、歌を通じ
て楽しい例会の雰囲気づくり
に努める。
３．誕生日の歌、結婚記念日の
歌を斉唱し、お祝いする。

記録委員会

矢野好洋委員長
１．幹事及び各委員長と連絡を
密にして、正確な記録の保存
に努める。
２．次の周年事業のために、前
年度今年度の資料や事業の記

竹内正巳委員長

録を整理する。

・2012-13年度ロータリー青少年交換学生の募集要項
が地区より届いていますので回覧いたします。

社会奉仕委員会

竹本達也委員長
１．毎月第一例会に、君が代、
ロータリーソングを歌う。

委員会報告

青少年奉仕委員会

市木栄之助委員長

３．各種データは出来る範囲で
パソコンに入力する。
４．事業活動の写真や新聞記事

大木誠治委員長

・先週に引き続き今週もう一度「ダメゼッタイ」薬物
防止活動啓発支援のためのポケットコインの御協力
お願いします。

は収集漏れのないように整理保管する。

職業分類委員会
親睦活動委員会
新藤整市委員長
・第１回会員家族会の参加名簿を回覧しますのでご記
入お願いします。9月3日土曜日に龍神の森林公園丹
生ヤマセミの郷にて行います参加費は､会員3千円､
家族は中学生以上千円です。大勢の御参加お待ちし
ています。

白井

浩委員長

ロータリーの基本 職業分類
別会員組織の内容を理解し、会
員増強に協力する。
１．クラブ定款第７条に従い当
地方の職業分類を調査し、職

＜会員家族会＞
・９月３日(土)
バス→JR紀伊田辺駅前午前１１時
出発
・森林公園丹生ヤマセミの郷(龍神)
・バーべキュー･川遊び･温泉を楽しんで下さい！

業分類表を作成する。
２．職業分類表を会員に配布するとともに、空席の職
業分類を会員に知らせ、会員増強委員会と協力して
会員増強に努める。
３．会員の職業分類に関して問題が生じたと委員会が
判断した場合、理事会に報告する。

会員選考委員会

植田芳史委員長

１，各種団体と協力して社会奉
仕

会員選考については、推薦者
及び関係委員会と緊密な連絡を

・田辺湾クリーン作戦への参

とり、ロータリアンとしてふさ
わしいか、当クラブにとって必

加
・田辺市暴力追放決起集会及

要な人材であるか、又ロータリ

び街頭啓発パレードへの参

アンとして活動出来るか、次に

加
・地域内市民活動団体との連

掲げることを検討して理事会に
報告する。

２，地域環境保全事業

１．人格と評判は良いか。
２．健康で例会等への出席出来るか。
３．奉仕の精神があるか。
４．会員としての財政的義務を果たせるか。

職業奉仕委員会

携事業の継続(市民活動ファンド)

長井保夫委員長
１、１０月の職業奉仕月間には、
ロータリー職業奉仕の理念につ
いて考え、例会行事に取り入れ
てもらう予定｡
２、本年も事業所の職場訪問を実
施する予定。
３、地域中学校の職場体験の要請
があれば積極的に支援する｡

・周年事業で行われた
三四六ロータリーの森
市役所前庭園
はまゆう群生事業
等の清掃及び維持活動
・救急ポイントの点検整備
３，ロータリー母親文庫の充実
・田辺市立図書館・みなべ町立図書館・上富田立図
書館
４，地区社会奉仕事業への協力
・薬物乱用防止関連活動・エイズ問題への取り組み
１２月１日「世界エイズデー」の啓発
・青少年健全育成啓発事業
・歳末助け合いに協賛

会員増強委員会

木村勝次委員長

・新規事業 (社会的弱者・シニア事業) を検討し実
施する。

１．会員増強純増２名を目指す。
２．女性会員の勧誘を推進する。

青少年奉仕委員会

竹内正巳委員長

３．退会防止に努める。
青少年奉仕委員会の１番大き
な事業である「ライラセミナー」

４．会員を含め、多方面から情報
を集め会員増強に努める。

に重点おきます。
研修生の参加及びロータリアン
の参加を促す。

ロータリー情報委員会

堅田尚生委員長

１．ＲＩ及び地区からの情報を
会員に伝達し、その周知徹底
に努める。又、昨年度の規定
審議会での内容を確認し、理

国際奉仕委員会

１．世界理解月間に会員の国際理

解してもらう。

解が更に深まるような、また、
メンバーが楽しめるような例会

２．新会員へのオリエンテーシ
ヨンと情報提供に努める。
３．インフォーマル・ミーテイ

プログラムを実施計画したい。
２．海外ロータリークラブ訪問な

ングを開催する。尚、田辺ロータリークラブの６０
周年を目前にして、今までの事業や活動の現場を訪
ねる勉強会ツァーを親睦活動委員会と共同で開催す
る。

社会奉仕委員会

瀬戸英男委員長

ど人的交流と親善、協調に努め
る。
３．世界社会奉仕（ＷＣＳ）などロータリーが行う各
種国際交流プログラムの活動に協力する。

大木誠治委員長

歴代委員長が続けて来られた地域社会への奉仕事業
を継続し、高齢化社会が進む中、シニア事業を行いた

ロータリー財団委員会

田上雅信委員長

１．会員の皆様にロータリー財団の意義及び目的を理

いと思っています。次代を担う青少年が社会的弱者や

解して頂くため活動し、財団プログラムに協力をお

地域に愛情を持てるような啓発をおこないたい。

願いする。

２．ロータリー財団への寄付金

プログラム委員会

の推進。

濵口裕作委員長
プログラムの充実編成で明る

①新会員の方をはじめとして、
ロータリー財団の趣旨を理

く楽しい有意義な例会を目指し

解して頂き准フェローの増

１．各委員会と連携、協力で月
間プログラムを構成。

ます。

強を図る
②ポール・ハリス・フェロー
の推挙

２．新入会員、経験豊富な会員
に卓話をお願いし、会員間の
情報交換を進める。

③ベネファクターの推挙
３．その他、ロータリー財団関係の活動に協力する。

米山奨学委員会

宮本恭平委員長
(財)ロータリー米山奨学会は、
勉学、研究を志して日本に留学
している外国人留学生に対して、
国際理解と親善を深めるために、
日本のロータリアンの寄付金を

３．外卓者情報を各委員会や会
員の皆様にお願いする。
４．各種団体やサークル等の細やかな活動に焦点を当
てる。
５．委員会活動の活発化を協力。
６．旬、鮮度を感じていただけるようにニュース提供
を皆様にお願いする。

財源として、奨学金を支給・援
助する民間最大の奨学団体です。
１．会員の皆様のご協力のもと、
寄付金の目標達成に努力したい。
２．米山月間に奨学生を例会に招き卓話をして頂き、
奨学生の理解を深めたい。
３．新会員に対し、米山奨学会の情報を伝達する事、
又会員の皆様には米山奨学会について理解をして頂
くよう努力したいと思います。

幹

事

福本雅彦幹事
本年度、伊賀会長の下、幹事
をさせて頂きます福本です。宜
しくお願いします。
去年の暮れあたりからの地区

≪松原正明会員≫
大変お世話になりました。
７月末で東京へ異動になり、
単身赴任が解消される事に
なりました。田辺ロータリー
クラブへの入会時の挨拶と
して日置川で手長エビを50
匹ぐらい取りに行った話を
しましたが、先週も近隣で
バーベキューの際に天然ウ
ナギを捕まえるなど田辺周辺の大自然と共に仕事が
できた事を誇りに思うと同時に伝統ある田辺ロータ
リークラブに初めてロータリークラブ初体験として
入会させて頂いた事を本当に誇りに思います。どう
も有り難うございました。

のゴタゴタで、ひょっとしたら
豪い時に幹事になるなーと思っ
たりもしましたが、元来楽天的
なところもあり、やると決めた
からには、石に齧り付いてもこ
の一年間を乗り切ろうと決意しました。
伝統ある田辺クラブの幹事としては、年が若すぎる
と思われる方もおられると思いますが、一生懸命伊賀
会長を盛り上げ、また、各理事さん、委員長さんと連
絡をとり、楽しいロータリークラブを実践出来るよう
がんばります。
また、東クラブの佐田幹事、はまゆうクラブの吉本

ロータリーゴルフ７月例会成績
７月３日(参加25名)

白浜ビーチＧＣ

幹事、白浜クラブの岩本幹事とも情報交換しながら、
クラブ間の調和を計って行きたいと思います。

順位

伊賀会長の手となり足となり、会長の影を踏まない

優勝

野村

富也

９４

距離で、一年間女房役として、尽くして行きたいと思
います。

２位

白井

浩

８５

１５.２ ６９.８

３位

中松

村夫

８８

１７.２ ７０.８

若い幹事ですので、もし間違い等ありましたら遠慮
無く御指導のほどお願いします。一年間一生懸命頑張
りますので、皆様の御協力のほどを宜しくお願いしま
す。

氏名

グロス

ハンディ ネット
２６

６８

※ﾆｱﾋﾟﾝ賞 №10-中松､福本雅 №14-畑地幸､植田英
ﾄﾞﾗｺﾝ賞 №2-津村 №16-市木
※優勝杯(堅田会長寄贈）は野村富氏が獲得
※次回は8月7日(日） ９:３１スタート白浜ビーチＧＣ
http://tanabe-rc.com/
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