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「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
●ソング
また逢う日まで

●ゲスト

新年度初例会

「会長挨拶」
中松村夫会長

次回のプログラム 7/12

●ビジター
年間活動計画
「香港島「中環｣(セントラル)」
撮影 柏木壽夫会員

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

☆伊賀会長･福本幹事､1年間御苦労さま。ＳＡＡ1年間
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
75.31％
7名
82.93％

第2926回
85名
10名
81名
62名
76.54％

御協力頂きありがとうございました。･････････････
･･････････････････････････野村富､玉井､山本､田中
☆伊賀会長･福本幹事､1年間御苦労様でした。また会員
増強委員会として､皆様御協力ありがとうございまし
た。･････････････････････････････････････木村勝
☆会長･幹事､一年間御苦労様でした。社会奉仕委員会
に御協力ありがとうございました。･･･････････大木
☆伊賀会長･福本幹事､1年間お疲れ様でした。あまりサ
ポートが出来なくてすみませんでした。来月からは､

ニコニコ箱

ＳＡＡと親睦の兼任で頑張りたいと思いますのでよ
ろしくお願い致します。･････････････････････西嶋

☆一年間ご協力頂きありがとうございました。･･･伊賀

☆職業分類委員会､1年間有難うございます。･････白井

☆一年間､御協力ありがとうございました。････福本雅

☆国際奉仕委員会です。1年間ありがとうございました。
･･･････････････････････････････････････････瀬戸

☆伊賀会長･福本幹事､1年間御苦労様。･･････････村上
☆伊賀会長･福本幹事､御苦労様でした。･････････廣本
☆伊賀会長以下役員の皆さん､1年間ご苦労様でした。

☆ロータリー財団委員会です。1年間ご協力ありがとう

おかげで私､何とか出席してロータリーライフを楽し

☆親睦活動委員会､1年間ありがとうございました｡新藤
☆クラブ会報委員会です。今日のこのニコニコが掲載

ませて貰いました｡いつも隣の吉田透先生や事務局の
西中さんに感謝します｡次年度もよろしく。･･脇村孝

ございました。･････････････････････････････田上

される会報が最終号になります。1年間どうも有り難

☆伊賀会長･福本幹事､1年間御苦労様でした。････････

うございました。･･･････柏木､横田､那須､寺前､阪本

･･････････････････････････････新藤､横田､植田英

☆野球部の皆様､感動を頂きありがとうございました。
･･･････････････････････････････････････････伊賀

☆伊賀会長･福本幹事さん､一年間楽しくそして引き締
まった例会運営をありがとうございました。次年度
に活かすよう努めます。･････････････････････中松
☆伊賀会長･福本幹事､1年間御苦労様でした。次年度､
御指導宜しくお願い致します。･･････････････長井
☆伊賀会長･福本幹事はじめ執行部の皆様お疲れ様でし
た。･･････････････････････････････三前剛､野村富

☆野球部の皆さん､甲子園の全国大会の大勝おめでとう。
相手が古豪伏見クラブだったそうで余計うれしいね。
高野連の脇村春夫君から､早速報告をくれました。渡
部君・新井君､お土産の甲子園カレーおいしかったで
す。渡部監督､長年ご苦労様でした。中松新監督はじ
め皆さん､来年も頑張って下さい。･･････････脇村孝

☆甲子園頑張りました。渡部監督･新井マネージャー､
ありがとうございました。････････････福本雅､新藤
☆甲子園､また一つ良い想い出を頂きました。･･･長井
☆渡部さん､野球同好会監督として部員を引っ張って
頂きありがとうございました。これからも総監督と
して厳しく目を光らせて下さい。････････････中松
☆脇村春夫前高野連会長様の応援もあり､ロータリー
甲子園野球大勝しました。私も監督の温情でセカン
ド･レフトの守備につかせてもらいました。･･野村富
☆野球､大勝しました。渡部監督長年御苦労様でした。
････････････････新井､山本､瀬戸､竹内､植田英､浦出
☆昭和57年の1回より本年で29回目の全国ロータリー
クラブ野球大会1回目より出場し出場回数16回戦績､
13勝9敗1引分雨中止1回････。今回で選手･監督を退
任致しました。長い間ご指導ご支援ご協力ありがと
うございました。今後供野球部を宜しくお願い致し
ます。････････････････････････････････････渡部

委員会報告

次年度

長井保夫次年度幹事
・次年度堅田会計の代理です。7月5日の初例会より前
期会費9万円の納入お願いします。
社会奉仕委員会

大木誠治委員長
・｢ダメ･ゼッタイ｣ヤングキャンペーン参加､会長･幹
事ありがとうございました。皆さん1年間本当にあ
りがとうございました。

(次)プログラム委員会

玉井洋司次年度委員長
・次週の初例会は､会長挨拶ですが､次次週より各委員
会活動計画の発表を順に行って頂きます。都合の悪
い委員長の方は､順番を変更致しますのでプログラ
ム委員会までお申し出ください。

☆憧れの甲子園で野球をさせて頂きました。感動と興

新井康司会員
・先日の全国ロータリー野球大会の勝利の報告をさせ
て頂きます。25日に前夜祭･26日12時20分より試合

奮で体が宙に浮いた状態で､満足いくプレーが出来

が始まりました。伊賀会長､植田芳会員､脇村春夫前

ませんでした。来年は､カメラマンかも･･･。来年に
向けて特訓します。････････････････････････岩本

高野連会長の応援も頂き､20対4と大勝致しました。
来年の30回大会にも是非出たいと思いますが､その

☆寒川さん､リハーサルを入念にしていましたね。次

野球部

時は､皆で応援して頂きたいと思います。

年度唱歌委員長､期待しています。･･･････････横田
☆遅ればせながらFacebook始めました。････････中田
☆渡部さん､3年間例会食事の刺身を食べさせて頂きあ
りがとうございました。来週から刺身を一人分しか
食べられないと思うと残念でなりません。････中松

お知らせ

プログラム
2011-2012年度

『年間活動報告 Ⅲ 』
青少年奉仕委員会

会長報告

竹内正巳委員長
青少年奉仕委員会の、一大イ

・本日、本年度最終例会です。一年間有難うございま

ベントとなるライラセミナーに
力を入れると言う目標でした。

した。後ほど一年間の報告をさせて頂きます。
・先程､臨時理事会にて退会者の件承認致しました。

今年度のセミナーは、２月４日、

高橋武雄会員より一身上の理由にて退会状を提出さ

５日の大阪府羽衣青少年センター
と４月の地区大会の２回に分け

れ､慰留に努めましたが､ご本人の意志も固く残念で
すが退会される事になりました。

て開催されました。

・地区より識字率向上月間協賛の礼状が届いています。

平尾彰子さん、大原愛さんの２

幹事報告

名の研修生に、２月、４月の２回とも参加して頂きま
した。当クラブからも、２月のセミナーには５名の方

・7月のロータリーレートは80円です。

が、参加して下さり、堺市の「歴史と伝統文化を学ぶ」

・本日､夜5時30分より次年度クラブ協議会､6時30分よ
り新旧のクラブ協議会が銀ちろ本店で行われます。

と言うテーマで、狂言鑑賞や、の能舞台実地体験など
貴重な体験をしました。

・本日で本年度最終ですので後ろのトレーの整理､お

いろいろとご協力頂き、ありがとう御座いました。

願いします。
・上富田町立図書館よりロータリー文庫寄贈の礼状と
購入図書一覧表が届いています。
・河内長野ロータリークラブより創立50周年記念誌が
届いていますので回覧します。
・JCニュース､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。

国際奉仕委員会

瀬戸英男委員長

１.世界理解月間に会員の国際理解が深まるような、
メンバーが楽しめるような例会プログラムは実施で
きませんでした。
２.人的交流と親善、協調に努める為に、親睦活動委

員会と職業奉仕委員会との協

幹事

福本雅彦幹事

賛で中国の上海に行って来ま
した。そこで中国人との人柄、

報告書作成に当たりまずもっ

文化にふれてきました
３.世界社会奉仕（ＷＣＳ）な

て、クラブ会員の皆様方、各委

どロータリーが行う各種国際

間、ご支援と協力頂きましたこ
とを心からお礼申し上げます。

交流プログラムの活動につい
ては今年はありませんでした。

員長、理事役員の皆様方に一年

伊賀会長の下で２０１１－１２
年度が始まり、早くも１年が過
ぎようとしています。去年の７
月の初めは、一年間が気が遠くなるほど長く感じまし

ロータリー財団委員会

田上雅信委員長

会員の皆様の自主的なご寄付
を期待し、ご協力頂きました。

たが、自分なりに無我夢中でここまで来たらまるで去
年の７月が、ついこの２・３日前のように感じられま
す。
幹事をさせて頂いたおかげで色々な経験もさせてい

５月末時点でのご寄付の総額は

ただきました。９月の台風で紀南地方に大きな災害が

１１,０３７.２ドルで、１人平
均(８５名)１２９．８５ドルで

ありました。親睦活動委員会の会員家族会のバーべキュー
も中止となってしまいましたが、被災後すぐに田辺市

した。

に災害支援金１００万円寄付にも同行させていただき

１,０００ドル寄付(恒久基金)
のべネファクターとして
伊賀久記会長

ました。
また田辺はまゆうロータリークラブ２０周年、和歌
山ロータリークラブ７５周年の記念例会にも参加させ

ポールハリスフェローには８名がなられました。

ていただき、中でも和歌山ロータリークラブ記念例会

伊賀久記会長

でのテーブルは、パストガバナーと同じテーブルに着
かさせていただきました。田辺クラブの一員であるこ

広井永吉会員

荷稲

實会員

小山洋八郎会員 野村富也会員
玉井洋司会員 玉置英人会員

白井

浩会員

とが有難く感じた時間でもありました。

皆様のご協力に感謝します。ありがとうございました。

地区内の問題等もありイレギュラーの会長・幹事会
もありましたが、今となっては、よい経験をさせてい

米山奨学委員会

ただき自分なりに多少は、ロータリークラブの中身が

竹中幸一副委員長

解ってきた気がします。
①米山記念奨学会に対して、会
員の皆様方のご協力・賛同を
賜る事が出来ました事、お礼
申し上げます。

ますが、一番不安だったのは伊賀会長だったのではな

②地区米山奨学生の卓話を予定

しかし、そんな頼りない幹事を伊賀会長が、絶えず叱
咤激励してくれ、どうにか無事一年間の幕引きとなり

していましたが、当日インフ
ルエンザの為、代わりに地区
米山奨学委員会谷野一彦委員
長(羽衣ＲＣ)に卓話をして頂きました。
③会員の皆様にロータリー米山記念奨学会への理解を
深めて頂く為に全会員に豆辞典を配布しました。

プログラム委員会

私のような若輩者が、伝統と歴史ある田辺クラブの
幹事が務まるのだろうかと皆さんも思われたかと思い

濵口裕作委員長

いかなと今でも思います。

ました。こんな頼りない幹事でしたが伊賀会長大変お
世話になりました。
また事務局の西中さんにも何かとお世話になり大変
ありがとう御座いました。
幹事の職は終わりますがロータリアンとしてはまだ
まだ半人前です。これからもクラブ会員の皆様ご指導
のほど宜しくお願いします。
一年間有難う御座いました。

各委員、会長、幹事、会員の
皆様のご協力並びに他のロータ
リークラブ様からのご紹介もい
ただき、一年無事乗り越えるこ
とができました
ご協力ありがとうございました。
実施した各プログラム内容は、
別紙にて報告させていただきま
す。

⇒

会 長

伊賀久記会長

力追放決起集会及び街頭啓発パレード、１１月３.４,
５日は職業奉仕委員会、国際奉仕委員会、親睦活動委

員の皆様、各委員長、理事役

員会による合同事業の「上海視察研修」旅行には会員、
家族合わせて１９名の参加を頂き私も参加をさせて頂

員の皆様方のご協力に厚く感

きましたが思い出に残る視察旅行であったと思ってお

謝を申し上げます。特に幹事
の福本雅彦さん、事務局の西

ります。１２月１日には、忘年会、２月４.５日に行

まず初めに、この一年間会

中さん、本当に有り難うござ

われました第３１回青少年ライラ研修セミナーには５
名の方の参加をいただき、３月１８日に行われました

いました。お陰様で伝統ある
田辺ロータリークラブの会長

大阪日帰りバスツアーには会員、家族合わせて６９名

という大役を今日まで何とか

１日を過ごして頂いたと思っております。
４月７，８日は地区年次大会、６月９日の田辺湾ク

務めさせて頂く事が出来ました。とりわけ、会長の職
を与えて頂きました皆様方に深く感謝を申し上げます。
今でも去年の７月７日の初例会は大変な不安と緊張で

と大勢の方の参加を頂き、大阪を満喫して頂き楽しい

リーン作戦には沢山の方の参加を頂き暑い中ご苦労様

あったのを思い出します。回を重ねるごとに何とか落

でございました。このように数々の事業に大勢の会員
の皆様に参加をして頂いた事、又、事業を担当して頂

ち着きを装う事が出来ましたが今日の最終例会までそ

きました各委員会の皆様方に心から敬意と感謝を申し

の緊張度は全く変わっておりません。
さて、この一年、台風１２号の影響で計画通り推移

上げます｡

しなかった委員会もございました。９月３日に予定さ
れていた親睦活動委員会による家族会が中止となり、
社会奉仕委員会も当初色々と計画しておりました予算

この６月２６日に甲子園球場で行われました全国ロー
タリー野球大会は、２０対４と圧倒的な大差で勝利し
感動を頂きました。今年度の思い出に残る一つの出来

を災害復興支援金として寄付させて頂いたりと色々と

事となり、野球部の皆様方、本当に有り難うございま
した。

ございました。又、計画通り行われた委員会もござい

私事になりますがこの一年間貴重な経験をさせて頂

ます。
親睦活動委員による新会員歓迎会を３回開催して頂

いた事をこれからの人生に生かし、又、長い伝統の下

き６名の方が入会されました｡又、退会された方も４

に威厳と格式を重んじつつ和やかな雰囲気のある田辺
ロータリークラブが益々栄えますよう微力ではありま

名おられ、当初８２名でスタートいたしましたが最終
８４名となり純増２名となりました。又、しょうわ会

すがこれからも一人のロータリアンとして行動してま

も８月１８日と２月１６日と２回開催され大勢の方に

最後になりますが、次年度の中松会長にエールを送っ
て、ご挨拶とさせて頂きます。一年間有り難うござい

参加を頂きました。
１０月１日の広報委員会による弁慶祭りの餅撒き、
１０月１３日はガバナー公式訪問。１０月１８日は暴

いりたいと思っております。

ました。

２０１２年６月２６日
in甲子園
全国ロータリー野球大会

http://tanabe-rc.com/
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