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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6/28
年間活動報告

●ソング
日も風も星も

次回のプログラム 7/5

●ゲスト

新年度初例会

●ビジター
原田武俊君(田辺はまゆうRC）

「オタモイ海岸-小樽-」撮影 渡部正義会員

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

☆濵口さん､いつも事務局通いの際には､駐車場のお世
第2923回
85名
10名
84名
66名
78.57％
5名
84.52％

第2924回
85名
10名
83名
62名
75.61％
11名
87.95％

第2925回
85名
10名
81名
61名
75.81％

メイクアップ
6月13日

「会長挨拶」
中松村夫会長

榎本長(東京城西RC）

話になり有難うございます。･････････････････柏木
☆台風4号の影響で久し振りに新幹線で帰ってきました。
･････････････････････････････････････････野村富
☆先日､田辺商工会議所:会員親睦ボーリング大会第1日
目参加80名個人3位入賞しました。････････････渡部
☆永らく空き家だった奈良の家に入居者が決まりまし
た。当分草刈りをしなくて良いようです。･････池永
☆先日は､野村富さんと新藤さんにバーディを決められ､
伊賀会長が大叩きして､大変な目に会いました。中松
☆中松さん､迷惑！おかけしてすみませんでした。伊賀
☆大雨すごいですね。皆さん､車の運転気を付けて下さ
い。･････････････････････････････････････福本雅

お 祝 い
配偶者誕生日 西嶋真里江(聡）植田敦子(英明）
結婚記念日

三前 剛

ニコニコ箱
☆出席委員会です｡一年間有難うございました。稲田静
☆唱歌委員会です｡一年間ご協力ありがとうございまし
た。･･･････････････････････････････････････竹本
☆職業奉仕委員会です｡一年間御協力頂きましてありが
とうございました。･････････････････････････長井
☆雑誌委員会です。一年間ありがとうございました。･
･･･････････････････････････････････････････阪本
☆記録委員会です｡1年間ありがとうございました。･･
･･･････････････････････････････････････････矢野
☆1年間ご協力ありがとうございました。米山奨学委員
会。･･･････････････････････････････････････宮本

お知らせ

会長報告
・田辺市より6月9日に行われました､田辺湾クリーン
作戦の礼状が届いています。

幹事報告
・6月月信が､地区HPにアップされています。印刷を希
望された方にお渡ししています。
・再度クラブ概況報告に掲載します会員名簿を回覧し
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。
・次週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。
・近隣クラブの会報が届いておりますので回覧します。

雑誌委員会

委員会報告

新井康司会員
・同好会の方のトレーに､総会及び懇親会のお知らせ

阪本哲次委員長

ゴルフ同好会

会員の皆様に「ロータリーの

と新しいハンディ表とを入れていますのでご覧くだ

友」に関心を持って愛読してい
ただけるようにとの思いを持っ

さい。

て各委員が交代で毎月の担当を

野球部

決め、各月の重点項目、地区関

新井康司会員

連項目を中心に「ロータリーの
友」の紹介を行いました。今年

・本日､最終の練習です。大雨警報が出ていますが､午
後3時より上富田雨天練習場で行います。夜､壮行会
を元県信跡地横の栄寿司で行います。野球部以外の
方も参加下さい。6月26日甲子園にて午後12時20分
より試合開始です。

創立60周年記念委員会

植田英明60周年幹事

・本日､例会終了後この場で委員会を行いますので各
部門委員長･役員の方はお残り下さい。

度は例年のように地区からの重
点項目、地区関連記事の案内が
ございませんでしたので各委員とも自身で読み込まな
くてはならず、もし紹介漏れ等ございましたらご容赦
お願いいたします。しかしその分各委員の個性あふれ
る雑誌紹介ができたのでは、と思っています。
「ロータリーの友の購読」は「例会への出席」と「会
費の納入」と共に会員にとっての三大義務であり、ま

社会奉仕委員会

大木誠治委員長
・6月23日(土)午後4時より稲成のオークワパビリオン

た「友」はロータリー情報の宝庫であります。ベテラ

シティＣ館前で｢ダメ･ゼッタイ。｣普及運動｢6/26ヤ

ンの会員も新人の会員も「友」を読んで新しい今のロー
タリーを知って今後のロータリー活動に活していただ

ング街頭キャンペーン｣が行われます。参加よろし

きたいと思います。

くお願いします。

また２月号には渡部正義会員の「生ビール栓を抜く
音瓶もいい」が柳壇に掲載されました。

次年度

堅田尚生次年度会計
・少し案内の時期が早いですが、次次週の7月5日より
会費を集めさせて頂きます。前期分9万円です。宜
しくお願いします・

広報委員会

市木栄之助委員長
１０月１日弁慶まつり、大通
りのきのくに信用金庫田辺支店
前で餅まきを行いました。ロー
タリークラブのＰ.Ｒ.を兼ね、

プログラム
2011-2012年度

たくさんの人に楽しんで頂きま

『年間活動報告 Ⅱ 』
クラブ会報委員会

した。

柏木壽夫委員長
当委員会の素晴らしいメン
バーのご協力の下でほぼ毎週
の締め切りに間に合わせて会
報の発行を無事続ける事がで
きました。また、事務局の西
中さんにも大変お世話になり
有り難うございました。
本年度はホームページにつ

いては昨年度を踏襲した造り
にして若干の変更を加えました。
他にはＯＡ改良として、卓話発表者用のパソコンから
中央投影機(プロジェクター)までの配線を無線化しま
した。会報掲載用の写真については委員会メンバー以

また、田辺ロータリークラブ
の奉仕活動等を報道機関（紀伊
民報等）に掲載していただきま
した。
・２３年９月１６日付

２３年９月１３日に台風１２

号災害の義援金１００万円を田辺市に寄付。
・２３年１２月３日付

１２月１日に田辺ロータリー

クラブと田辺保健所が、エイズの正しい知識の普
及や早期検査を呼びかけるため世界エイズデー
(１２月１日）に合わせて田辺市東山のオークワ
オーシティ田辺店にて街頭啓発活動を実施。
・２４年５月２９日付 ２４年５月１７日に、ロータ
リー母親文庫として、図書購入費をみなべ町・田
辺市・上富田町に対して寄付。

外の方からもお願い致したく、次年度にも引き継ぐ予

・２４年６月２日付 ２０１２～２０１３年度新役員・
理事メンバーを掲載して頂きました。

定です。

・２４年６月５日付 ２３年５月３１日に河内長野ロー

一年間有り難うございました

タリークラブからの台風１２号災害復興復旧を支
援するため１００万円を河内長野ロータリークラ
ブの会長他３名が田辺市役所を訪問し田辺市長に
支援金を手渡しました。

唱歌委員会

竹本達也委員長

親睦活動委員会

新藤整市委員長

歌を通じて楽しい例会の雰

１．会員並びに会員家族との親

囲気づくりに努めるという基

睦を深めるための、家族会の

本計画の基、一年間活動して
まいりました。

開催
ａ.森林公園丹生ヤマセミの

また第一例会には、君が代・

郷でのバーベキューを、９

ロータリーソングを歌いまし

月３日に予定していました

た。
また第一例会以外では親しみ

が、台風１２号による影響
で、一時は９月２５日に延

のある歌を選択しました。

期するも、台風による被害

誕生日の歌、結婚記念日の歌、皆出席の歌を斉唱しお

が甚大であったため中止しました。家族会の予算

祝いをしました。

の一部を支援金として、寄付しました。
(参加申し込み 会員３１名 家族４２名)

記録委員会

矢野好洋委員長

例年通り、本年度の各委員
会行事、事業活動における資
料及び記録は映像も含め、す
べてデータ保存して整理保管
しています。活動記録の新聞
記事はスクラップして保存し
ています。以上すべての作業
に関して事務局の協力により
整理保存できました。データ
は予期せぬアクシデントに備えバックアップしていま
す。

職業分類委員会

白井

浩委員長

クラブ定款第７条に従い当
地方の職業分類を調査、ロー
タリーの基本である職業分類
別会員組織という原則に基づ
き職業分類を決定、分類表を
作成した。

職業分類の変更会員

職業分類 ９５分類

充填 ７１分類・未充填
名誉会員 １名

会員選考委員会

６名
３名

２名

２．２０１１年９月１日現在

インスタントラーメン記念館、ホテル阪急ランチ
バイキング
なにわ探検クルーズ
(参加者

２４分類

植田芳史委員長

会員２９名

家族４０名)

２．新会員入会歓迎会の開催
a.８月１８日 シティプラザホテル
しょうわ会と共催
都志見徹新会員、豕瀬義文新会員
b.９月８日 銀ちろ本店
池永康則新会員、松田清新会員
c.１月１２日

まるた

岩本浩典新会員
３．上海視察研修の開催
１１月３日～１１月５日

職業奉仕委員会、国際奉

仕委員会との共催。アクロナイネン株式会社様の上
海関連会社の企業訪問等。
(参加者 会員１６名
４．忘年会の開催
１２月１日

家族３名)

銀ちろ本店

(参加者 ５０名
５．地区大会
４月８日

１．本年度の動向
新入会員
退会会員

ｂ.３月１８日、大阪日帰り家族会の開催。

参加費\７,０００円)

中型バスにて参加

参加者２０名

内バス利用者１６名

６．配偶者の誕生日のお祝い
配偶者の誕生日に｢生花｣を贈ってお祝いをしました。
７．例会場の片付け
委員会のメンバー全員が、協力、率先して例会場の
片付けを手伝いました。

会員増強委員会

木村勝次委員長
８２名でスタートした本年

本年度は、６名の推薦があり、

度ですが、皆様のご協力のも

その選考を行いました。
会員選考の諸条件に従い慎重に

と新会員として豕瀬 義文会員、

選考し、理事会に報告しました。

池永 康則会員、都志見 徹会
員、松田 清会員、岩本 浩典
会員、赤木 秀治会員と６会員
が新規入会頂き、残念ながら
転勤で松原 正明会員、健康上・

仕事の理由等で成田善一会員・笹野吉信会員が退会さ

社会奉仕委員会

大木誠治委員長

れました。大変厳しい社会情勢にあって目標の純増２
１.各種団体と協力して社会奉仕

名を確保出来たことに感謝いたします。

１０月１８日 田辺市暴力追放

残念なことは女性会員の入会を確保出来なかったこと
で委員長として悔いが残っておりますが、会員数８５

決起集会・街頭啓発パレード
に参加

名で本年度を終えます。

１１月１９日 薬物乱用防止キャ
ンペーンを、オーシティにて

ロータリー情報委員会

実施しました。
１２月１日 世界エイズデー啓

堅田尚生委員長

１．２６４０地区のロータリー

発活動・エイズ撲滅キャンペー

情報委員長会議が急きょ中止

ンを、オーシティにて実施しました。

になり、その後会議は開かれ
ず、情報は周知徹底すること

上記いずれも、多数の会員が参加して頂きました。
６月９日 田辺湾クリーン作戦に参加

が出来なかった。

６月２３日 オークワパビリオンシティＣ館前で｢ダ

２．今年度は新入会員は５名で、
会長、スポンサーの皆様と共
にオリエンテーシヨンと情報
提供を行った。

メ･ゼッタイ。｣普及運動｢６/２６ヤング街頭キャン
ペーン｣
２.ロータリー母親文庫の充実
５月１７日

３．田辺ロータリークラブの６０周年を目前にして、
６月７日（木）の例会で歴代会長さんの協力を得な
がら、スライドを通じて今までの事業や活動を学習
してもらいました。

田辺市図書館

１０万円

みなべ町図書館 １０万円
上富田町立図書館 １０万円
３.地区社会奉仕事業への協力
７月２１日 国連支援募金運動｢ダメ、ゼッタイ」
薬物乱用防止関連活動
ポケットコイン

職業奉仕委員会

長井保夫委員長
２０１１-１２の計画
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

１１月１７日

ン２万円とテレホンカード５１枚
４.地域社会への貢献
９月１３日

台風１２号災害復興義援金
田辺市へ １００万
台風１２号災害復興支援金

施する予定。
があれば積極的に支援する｡

タイ王国･トルコ共和国災害義援金

ポケットコイン ６万円
３月２２日 識字率向上運動協賛 ポケットコイ

入れてもらう予定｡
２.本年も事業所の職場訪問を実
３.地域中学校の職場体験の要請

２万円

９月１６日

みなべ町へ ２０万
台風１２号災害復興支援金
上富田町へ

５万

今年度は、台風被害の支援及び義援金に有効に使わ
２０１１-１２の実績
親睦活動委員会・国際奉仕委員会との共催による、

れた事、意義ある活動であったとおもいます。会員の
皆さんご協力ありがとうございました。

上海ミッションを実施致しました。
１１月３日～５日
１９名の参加により、当クラブとしては初めての海
外における委員会活動として、上海を訪問致しました。
活力に溢れた中国の今を体感、中でも和歌山市アクロ
ナイネンの現地企業である上海勝喜汽車有限公司を訪
問し現地事情を学べたことは、職業奉仕委員会として
成果の得られた意義あるミッションであったと考える。
当行事において、計画の１.２.項は達成されたものと
思います。

http://tanabe-rc.com/

ＴＡＮＡＢＥ ROTARY

