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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
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ＲＩ会 長
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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
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●ゲスト

次回のプログラム 9/22

●ビジター

西牟婁振興局健康福祉部
田辺保健所 衛生環境課
課長

村 上

出席報告

出席規定免除会員数

田辺市湊1073-63
0739-24-2002
0739-26-0264

伊賀久記会長
●ソング

「嵐山竹林」撮影 柏木壽夫会員

第2887回
85名
10名
82名
70名
85.37％
3名
89.02％

〒646-0031

本日のプログラム 9/15

原田武俊君(田辺はまゆうRC)

第2886回
83名
10名
81名
64名
83.75％
6名
86.42％

昭和 28年3月2日

●司会者
見上げてごらん夜の星を

会員数

No.9 2011年9月8日

第2888回
85名
10名
83名
67名
80.72％

お 祝 い
会員誕生日
多屋睦､和田､荷稲､市木
配偶者誕生日 村上和子(有司）
笹野敬子(吉信）
結婚記念日
松本､玉置

ニコニコ箱
☆原田武俊先生､ようこそいらっしゃいました。･･中松
☆古谷さん､美しい声での卓話楽しみにしています。･･
･･･････････････････････････････････････････伊賀
☆古谷さん､卓話楽しみにしています。･･････････････
･･･田中､玉井､竹内､長井､新井､横田､竹本､瀬戸､濵口
☆本日卓話頑張って下さい。･･･････････････････白井
☆古谷さん､卓話頑張って下さい。･･中田､新藤､木村頼
☆雑誌委員会と卓話､ダブル出場です。宜しくお願いし
ます。･････････････････････････････････････古谷
☆ロータリー財団です｡今月のレートは78円と安くなっ
ておりますのでよろしくお願い致します。･････田上
☆米山功労者マルチプル頂きました。･･･････････玉置
☆台風災害で那智勝浦の支店の電話が携帯･固定とも不
通になってしまいましたが､幸い現地のケーブルテレ
ビのインターネット回線が残っていて､昨年ロータリー
の卓話で紹介された､テレビ電話を設置していました
ので､何とか被災を免れた支店と連絡を取り､従業員
の安否が確認できました。被災の皆様には台風災害

毅 様

のお見舞いを申し上げます。･････････････････柏木
☆皆さん､台風の被害大丈夫でしたか。事務所が1ｍの
床上浸水して大変でした。今も泥かきをしています。
ボランティアに来て下さい。･････････････････大木
☆台風12号で那智勝浦の山と水害で井関西地区の同級
生生存がTVで確認出来､本日早朝見舞の電話を入れた。
･･･････････････････････････････････････････渡部
☆台風で勝浦の店が床下浸水しましたが､従業員は全員
無事でした。･･･････････････････････････････宮本
☆先日､孫娘二人が昌門会おさらい会に出演しまして無
事踊る事が出来ました。･････････････････････鈴木
☆渡部さん髙橋さんのおかげで久々においしいお酒を
頂きました。･･･････････････････････････････伊賀

お知らせ

会長報告
・先週末の台風12号では､この紀南地方にも広域にわ
たり大変な被害を及ぼしました。皆様方の中にも被
害に遭われた方もおみえだと思います。お見舞い申
し上げます。
・本日､第3回定例理事会を行いました。新会員委員会
配属の件､指名委員会の件､田辺RC創立60周年記念委
員会委員長指名の件､義援金の件､承認されました。
9月1日に入会された池永康則君と松田 清君は、親
睦活動委員会に配属されました。
指名委員会は､クラブ細則第1条第1節により会長､会
長エレクト､元会長1名､副会長､幹事および会長エレ
クトが推薦する会員1名(次期幹事候補)の6名をもっ
て構成することになっております。本日理事会にお
いて会長･伊賀､中松会長エレクト､古久保和彦元会
長､植田英明副会長､福本雅彦幹事､長井保夫次期幹
事候補の6名が理事会にて承認されました。例会終
了後第1回指名委員会を行ないますので委員の方は
お残り下さい。
田辺RC創立60周年記念委員会委員長は､渡部正義君

に決まりました。宜しくお願いします。
田辺市､みなべ町､上富田町へ台風12号災害義援金を
お渡しする事が承認されました
・玉置英人会員が第4回米山功労者マルチプルに､田中
陽会員が第1回米山功労者になられました。財団法
人ロータリー米山記念奨学会より感謝状が届いてい
ますのでお渡しします。

幹事報告
・10月13日は､ガバナー公式訪問です。大澤ガバナー
が来られます。
・10月6日例会終了後､第2回クラブ協議会を汐崎ガバ
ナー補佐出席のもと開催します。委員長･理事･役員､
出席義務者の方はは出席よろしくお願いします。
・「ロータリーの友」英語版2011-2012年度版(11月発
行)525円の注文書が届いています。購入を希望され
る方は､幹事または事務局まで申し出てください。
・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

と思い、いつか来るべき日を想定してみました。
一般的に知られているルートは「吉田ルート」「富士
宮ルート」「須走ルート」「御殿場ルート」の４つ。
大抵の初心者は山梨県側から登る「吉田ルート」と静
岡県側から登る「富士宮ルート」を選択します。この
２ルートは全登山者の８０％を占めていて、山小屋や
売店などがあり、どちらも登り５時間半/下り３時間
（いずれも休憩を含まず）。富士登山成功のカギは
「疲労軽減｣と富士山特有の「防寒対策｣｢高山病対策」
です。
バスで５合目に着いたら、一刻も早く登りたいと思っ
て焦って登ると高山病になるリスクが増えるため最低
１時間は休憩して、登り始め１時間はゆっくりと歩き
ます。その他高山病対策としては深呼吸をして十分な
酸素を摂りながら登る事と水分補給をしっかり行う事。
そして山小屋についてすぐに寝ない等です。山小屋に

雑誌委員会

古谷典子副委員長

・ロータリーの友９月号の紹介。

親睦活動委員会

松本

哲副委員長

・9月25日に予定しておりました会員家族会は､先日の
台風で多大な被害が出ていますので今回は中止させ
て頂きます。ご理解のほどお願い致します。
・池永･松田両新会員歓迎会を本日夜6時30分より銀ち
ろ本店で行います。出欠表を回覧致します。ご参加
よろしくお願い致します。

国際奉仕委員会

瀬戸英男委員長
・職業奉仕･国際奉仕･親睦活動の3委員会合同で企画
しました｢上海視察研修｣の最後の御案内をします。
旅程は､11/3･4･5の2泊3日です。パスポートは､有効
期間6カ月は必要ですのでご注意ください。参加の
締め切りは本日としますので宜しくお願いします。

宿泊し、夜間登山とご来光渋滞のため午前１時頃起床
し頂上でご来光を迎えるため、登山開始です。登頂に
成功したら、頂上でのお楽しみが待っています。美し
い景色とお鉢めぐりです。本当の最高地点は「吉田ルー
ト」の反対側にある剣ヶ峰にあるのでお鉢巡りはこの
ルートを選択した人は体力と時間が必要になります。
山頂を堪能したら下山です。吉田ルートは登りとは違
う下山道になるので気を付けて下山します。下山後も
富士の景色は一生の思い出。
いつの日か想定した通りに憧れの日本一の山、富士
山に登りたいと思います。ご清聴ありがとうございま
した。

プログラム
会員卓話

『あこがれの富士登山』
古谷 典子 会員
田辺ロータリークラブに入会

ロータリーゴルフ９月例会成績

させて頂き、早いもので５年が
経ちました。これまで温かく接
して下さった皆様に心よりお礼と感謝を申し上げます。
今日は、近年の登山ブームで、山ガールと言われる
ファッショナブルな若い女性が、こぞって山を目指す
姿のテレビ番組を見て、富士山頂から見えた美しい景
色に感銘を受け、いつかは登ってみたいと憧れを抱い
たことから、「あこがれの富士登山」についてお話さ
せて頂きます。
「富士山に登ろう」と思い立ってみたものの、登山は
初めて。見た目は美しい山でも、やはりそこは日本最
高峰。ただ、毎年３２万人もの人が、富士登山に挑戦
しています。準備さえ怠らなければ、登頂できるはず

９月１１日(参加17名)
順位

氏名

グロス

白浜ＧＣ

ハンディ ネット

優勝

新井

康司

８３

２１

６２

２位

新藤

整市

９６

３０

６６

３位

畑地

浩

１０１

３０

７１

※ﾆｱﾋﾟﾝ賞 №3-畑地幸 №18-新井､坪井
※榎本長治君が､9月1日に白浜ゴルフ倶楽部6番ホールで
ホールインワンを達成いたしました。｢榎本長治君ホー
ルインワン記念コンペ｣(仮称)は､都合により来年開催
の予定です。(未定）
※次回は10月2日(日） スタート ９:３１ 白浜ビーチＧＣ
http://tanabe-rc.com/
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