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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6/21

●ソング

年間活動報告

くちなしの花

●ゲスト

次回のプログラム 6/28

●ビジター

年間活動報告

「田辺湾クリーン作戦-6月9日-天神﨑」

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2922回
85名
10名
82名
59名
72.84％
6名
79.27％

第2923回
85名
10名
84名
66名
78.57％
5名
84.52％

第2924回
85名
10名
82名
62名
75.61％

メイクアップ
6月13日 榎本長(東京城西RC）

お 祝 い
配偶者誕生日 宮本陽子(恭平）濵口ひとみ(裕作）
結婚記念日

髙橋、古谷

ニコニコ箱
☆田辺湾クリーン作戦にたくさんの方のご参加ありが
とうございました。･････････････････････････伊賀
☆田辺湾クリーン作戦に多数の参加ありがとうござい
ました。･･･････････････････････････････････大木
☆一年間ありがとうございました。･･･････････植田英
☆ようやく雲の隙間から空港が見えてきた気がします。
無事に着陸するまで気をぬかずにガンバリます。･･･
･････････････････････････････････････････福本雅
☆会員選考委員会です。一年間ご協力ありがとうござ
いました。･･･････････････････････････････植田芳
☆プログラム委員会へ一年間ご協力ありがとうござい
ました。･･･････････････････････････････････濵口
☆一年間ありがとう御座いました。･････････････大木
☆ＳＡＡです。一年間有難うございました。本日を含
め､あと3回の例会､ニコニコの方もよろしくお願いし
ます。････････････････････野村富､山本､田中､玉井

☆RCゴルフコンペで優勝を狙いましたが､惜しくも2位
でした。優勝は次年度幹事予定者の長井さんでした。
長井さんとは同ネットでしたが､背の高さ､顔の迫力､
口数の多さで負けました。残念です。･････････中松
☆ムラオちゃん取り切り戦権利残念だったね。悪いの
は次年度幹事や。･･･････････････････････････新井
☆中松さん､新藤さん､先日のロータリーゴルフ､優勝が
転がり込んできました。持っている人と持ってない
人の違いです。天の定めにて､私に責任はありません。
･･････････････････････････････････････････長井
☆濵口さん､DVD(タージンの旅)有難うございました。
･････････････････････････････････････････野村富

お知らせ

会長報告
・本日､第12回定例理事会を行いました。
・6月9日に行われました田辺湾クリーン作戦へたくさ
んの方にご参加頂きありがとうございました。

幹事報告
・6月28日に新旧クラブ協議会を行います。銀ちろ本
店で､次年度の方は､午後5時30分より､本年度の方は
午後6時30分よりお集まり下さい。
・クラブ概況報告に掲載します会員名簿を再度回覧し
ますのでご確認をお願いします。確認された方は印
か訂正をご記入下さい。
・事務局の西中さんが都合により今日より二日程お休
みします。急用の方は幹事まで連絡お願いします。
・近隣クラブの会報が届いておりますので回覧します。

委員会報告

雑誌委員会
・ロータリーの友6月号の紹介。

阪本哲次委員長

野球部

新井康司会員
・本日3時より上秋津わかもの広場にて練習を行いま
す。16日土曜日は午後3時より上富田雨天練習場､最
終練習は21日木曜日に午後3時より上秋津わかもの
広場にて練習を行います。
社会奉仕委員会

会場監督

野村富也ＳＡＡ
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
努力しました。
１．ニコニコ箱への自主申告をお

大木誠治委員長

・9日には､田辺湾クリーン作戦に参加ありがとうござ
いました。
・｢ダメ･ゼッタイ。｣普及運動で6/26ヤング街頭キャ
ンペーンが6月23日午後4時～5時オークワパビリオ
ンシティC館前で行われます。参加よろしくお願い
します。

次年度

長井保夫次年度幹事
・本日例会終了後､別室にて次年度予定者理事会を行
います。出席義務者の方はお残り下さい。
60周年記念委員会

植田英明60周年幹事

・次週例会終了後､この例会場にて委員会を行います。

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。
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。
会員誕生日、配偶者誕生日、結婚記念日、在籍表彰
等に会員の皆様にお祝いの品物をお贈りし、ニコニ
コの寄付を頂きました。
本日の例会４５回現時点で、ニコニコ金額は、
２，７１１，２４０円です。

出席委員会

プログラム

稲田静雄委員長
ロータリークラブ活動の基幹たる

2011-2012年度

『年間活動報告 Ⅰ 』

例会出席率の向上について、会員の

会長エレクト

確実な集計につとめました。
ホームクラブ例会を欠席されても、

皆様にご理解を頂き、委員会として

中松村夫会長エレクト
伊賀会長の下で、ロータリークラ
ブの運営と活動全般について勉強さ
せて頂き、ありがとうございました。
また、クラブＡ部門の各委員会の

自主的にメークアップされ、出席率
向上にご協力くださいました。
また、地区委員会、ＩＭ，地区大会
などにも多くのメンバーにご参加頂きました。

皆様方には、伊賀会長を支えて頂き、

本年度出席状況（5月31日現在）

感謝しております。

平均出席率
８６．１０％
１００％修正出席率 ０回(前年０回)

Ａ部門（職業分類､会員選考､会員増強､ロータリー情報）

副 会 長

植田英明副会長
本年度、伊賀会長におかれまして
は会長の職務を全うされ、職務を代
行させていただきましたのは、本宮
プロパスクラブの総会に出席させて

ホームクラブ出席率 最高９１.４６％
(平成２３年１０月６日､平成２４年３月１日）)
ホームクラブ出席率 最低７５.９０％
（平成２３年９月１５日）
皆出席者

１０年まで１８名
２０年まで
２１年以上

戴きました一度きりでした。
また、クラブ奉仕Ｂ部門の各委員会
はそれぞれに立てられた活動計画を
実施していただきました。
お陰さまで無事一年を終える事が出来ました。有難
うございました。
Ｂ部門(出席･クラブ会報･親睦活動･雑誌･プログラム･広報･

最年長皆出席者

三前

洋会員

１年間御協力ありがとうございました。
※紙面の都合上、他・数委員会は次号に掲載致します。

ロータリーゴルフ６月例会成績
６月１０日(参加25名)

唱歌･記録)

順位

会

４７年

７名
１５名

計

新井康司会計

氏名

グロス

白浜ＧＣ

ハンディ ネット

優勝

長井

保夫

８６

９

７７

本年度の決算は、今年度終わり
次第始めます。植田芳史会員に監

２位

中松

村夫

９０

１３

７７

査をお願いしております。会計監

３位

田上

雅信

９６

１８

７８

査がが済みましたら、決算書を作
成し皆様にご報告致します。皆様
方の御協力ありがとうございまし
た。

※ﾆｱﾋﾟﾝ賞 №3-新藤､№6-廣本桃､№8-長井 №15-白井
№18-中松
※次回は､7月8日(日） スタート9:38 白浜ビーチ
※1年間ありがとうございました。次回大会終了後銀ちろ
本店でを行います。
http://tanabe-rc.com/

ＴＡＮＡＢＥ ROTARY

