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第 1340 回例会の様子 

 

 
 

会長：山本佳弘  幹事：山本純也  会報委員長：赤堀哲也 

                     事務所：〒646-0029 田辺市東陽 1-1 闘雞神社会館内 

田辺はまゆうロータリークラブ TEL0739-26-6181 

例会場：〒646-0029 田辺市東陽 1-1 闘雞神社会館 TEL0739-22-0155 

                       創立年月日：1992 年 1月 21日 例会日：毎週火曜日 18：30～ 

 ＵＲＬ：http://www.aikis.or.jp/~t-hamayu/ E-mail:t-hamayu@vm.aikis.or.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               山本佳弘 

7 月 6 日の初例会皆様の出席と、ビジターをお迎えしてバナー交換もでき、素晴らしいスタートを切ることが出来ました。

チャーターメンバーの樫木さんのお言葉にはロータリー愛、いえ田辺はまゆう愛が沢山ありました。ありがとうございました。 

今日は会長挨拶と言うか紹介になります。 

皆様のお手元に週報が在るかと思いますが、今期からデザインと紙質が変わりました。ここまでは気が付くと思いますが、大

きな違いは今期から事務局の阪本さんが編集長として作成してくれます。 

クラブ名もローマ字から変更しています。友人の書家家村さんに書いていただきました。「田辺はまゆうロータリークラブ」 文

字数が多いのですが、 “遠目でも見えるように”、“力強く”を意識しています。 バランスをとる為に漢字を大きく、ひらがなを小

さめに、カタカナを中くらいに、一文字一文字を詰めております。 また、見る度に新しい発見がある魅力的な書き方にと、字

の形を様々にアレンジしております。 ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ 「絆を紡ぐ」 “絆”という漢字は 7 画目 8 画目がハの形になっているようで

すね。以前はソの形だったと記憶しておりますが。日常ではハでもソでも問題ないようです。 今回はハにすることで余白が出

来るので心のゆとりを表現。 全体的にゆっくりと柔らかく繋げるように運筆しつつ、芯の通った書を意識しています。 柔軟に穏

やかに絆を紡いでいくイメージでとの説明までして頂きました。 

   

 

  
出席報告   (第 1340 回)                

 

 

委員長報告 

◎米山奨学会委員会 委員長 坂本恵子 

山本佳弘  準米山功労者寄付 10,000 円  第 64 回目 

菅根 清   〃                       第 28 回目 

坂本恵子   〃                       第 36 回目 

会員数 出席免除 欠席者 出席率 

27 名 1 名 4 名 84.62％ 

本日のソング 

海 

Today’ｓMeeting 

2021 年 7 月 20 日（火） 

白浜田辺青年会議所 

副理事長 坂本 耕作様 

 

      

Next Week’ｓMeeting 

2021 年 7 月 27 日（火） 

和歌山県赤十字血液センター紀南出張所 

所長 中出佳秀様  係長 長岡 徹様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブテーマ 
2021-22 年度 RI 会長 

シェカール・メータ 

第 2640 地区ガバナー 

豊岡  敬 

2021-22Weekly Bulletin 

◎ロータリー財団委員会 委員長 坂本恵子 

（7 月ロータリーレート＝111 円） 

山本佳弘  ロータリー財団準フェロー100 ㌦  第 25 回目 

菅根 清    〃                 第 20 回目 

坂本恵子    〃                 第 30 回目 

 

※寄付のご協力ありがとうございました。 

 

http://www.aikis.or.jp/~t-hamayu/
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幹事報告 

例会変更 

〇白浜 RC 7/16（金）→休会 

配布 

○週報 1340 

回覧 

〇県民の皆様へのお願い（令和 3 年 7 月 9 日） 

〇令和 3 年度田辺市暴力追放協議会総会書面表決の結果につ

いて 

〇白浜 RC60 周年記念写真集 

お知らせ 

〇7 月 18 日（日）12：30～ ホテルグランヴィア和歌山 にて 

「クラブ会長・幹事合同会議」 ＊幹事出席 

 

プログラム 

委員会計画発表 

SAA  光吉直也 

SAA メンバーの力を集めて、

周年事業を視野に入れつつ、

SAA の課題に取り組みます。どう

ぞよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

会長エレクトクラブ奉仕Ａ部門委員会  寺本 匡 

本年度、はまゆうロータリーは

30 周年を迎えます。 

30 周年の山本会長年度をサポー

トしていき、会長エレクトとしての役

割をきっちり果たしていきたいと思い

ます。どうぞ会員の皆様の温かいご

指導とご協力のほどを宜しくお願い

致します。 

 

戦略計画室・ロータリー情報委員会  杉山竜二 

我がクラブが将来に「こうありた

い」というビジョンを描き、それに沿

った目標と行動計画を立てる。 

短期・長期的な目標を決め、戦

略計画を立てる。 

コロナ禍の中、会員を減らすこと

なく、増強していけるよう計画を

作る。 

ハイブリッド・バーチャル等の新しい方法での例会を考え、 

行っていく。 

分区・地区との目標を共有していく。 

会員増強・選考委員会  小倉孝章 

会員純増１名を目指し､退会者

の出ない楽しいクラブの発展に助力

する事を目標とします。 

 

 

 

 

 

副会長・クラブ奉仕Ｂ部門委員会  菊池正紀 

クラブ奉仕委員会内の各委員会

と連携し、クラブの活性化を図り、力

強いクラブ運営を目指す。クラブ奉仕

委員会内の各委員会の運営をす

る。 

地区研修会に参加するとともに、必

要に応じ会員に向けて研修会を実

施する。 

会長のクラブテーマ「絆を紡ぐ」に則り、各委員会運営が「よ

りアクティブに内容の濃い活動を目指すことによりクラブの活

性化を心がけて行きたいと思います。 

各委員会の自主性を尊重し、思う存分に活躍出来るよう

にサポート・アシスト行う。 

 

出席・親睦・交流委員会  菊池正紀 

当クラブは親睦と交流を大事にしてきたクラブです。この２

年間パンデミック渦 親睦活動を抑制する状況でした。今

後、ワクチン接種加速により感染状況も減少すると思われ

ますので、濃い親睦活動となるようにいたしたいと存じます。 

 会員が楽しみながら交流をすることで、会員間の理解と友

情が深まり、その結果クラブが一枚岩となるよう努めて参りま

す。親睦交流は会の根幹をなす事業です。多くの方から参

加頂けるよう運営して参りますので、皆様のご協力を宜しく

お願いします。 

 

雑誌・広報・会報委員会  赤堀哲也 

今年度より、雑誌・広報・会報

の３つが一つの委員会になります。   

ロータリアンの３大義務の一つであ

る「ロータリーの友を購入して読

む！」を 再認識をして頂けるよう務

めます。（年度中）  

ホームページを更新し、当クラブの

活動を紹介していきます。また、社

会奉仕の活動等を地元メディアへの広報活動に務めます。

（年度中）   
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会報については、既に会長・事務局が動いて下さっていま

すように会報のコストカットを図るとともに、質の維持向上に

も務めます。（年度中）  

〇会長、副会長、幹事、各委員長、事務局と連携を図り

ながら活動させていただ きたいと思います。  

 

プログラム・唱歌委員会  松岡勇気 

〇今年度 30 周年を迎えるクラブ

として、新型コロナを乗り越え、新

しい時代を切り開くために、理事会

や他の委員会と緊密な連携の下

で、バランスのとれたプログラムを計

画して参りたいを思います。 

ただ、会員の皆様のご協力なくして

は、より良い運営は行えないと思っ

ておりますので、お知り合いの方で、卓話の候補者様がいら

っしゃいましたら、プログラム委員会にお声掛けいただければ

と思います。是非お力をお借り致したくお願い申し上げま

す。 

〇例会の始まりに、楽しいクラブの雰囲気をつくるため、ロー

タリーソングは勿論、クラブの親睦を深めるために、童謡など

も加えた唱歌運営を実施して参ります。 

 

奉仕プロジェクト委員会  山本敦洋 

私たち皆が経験したことがないコ

ロナ禍の時代の中、感染防止対策

を講じながらロータリークラブの原点

である奉仕活動を行わなければなり

ません。山本会長の方針に従い、

会員の皆様で地域の効果的な奉

仕活動を考え実施して行く所存で

す。 

  地元地域から国際社会にいたる

まで、奉仕プロジェクトを通じて、ロータリークラブは世界をよ

り良い場所にするために活動しています。ロータリークラブが

取り組める有意義なプロジェクトは無数にあります。しかし、

当クラブが一度に何もかもできるわけではありません。ここ

で、当クラブに最もふさわしいプロジェクトをご紹介します。 

・ 献血活動 

・天神崎・扇ヶ浜・闘鶏神社等の清掃活動 

・児童福祉施設に対して援助活動 

・コロナ対策に関して、各教育現場に消毒液・フェイスシー

ルド等の援助活動 

・募金活動 

・ポリオ根絶活動 

上記事項を今度、役員会、各委員会にて相談実地出来

るよう努めて行く所存です。宜しくお願い申し上げます。 

環境保全委員会  辻 真基 

コロナ感染に気をつけながら、田

辺市の清掃活動や、闘鶏神社境

内の清掃を実施する。 

 

 

 

 

 

国際プロジェクト委員会  山本康夫 

ロータリアンが国際理解・国際親

善・国際平和を推進する為実施で

きる分野を考え、社会奉仕委員

会、ロータリー財団委員会、米山

委員会と協力し、地区にも協力態

勢を調え取り組みたいです。 

 

 

 

ロータリー財団委員会・ 

米山記念奨学委員会   坂本恵子 

コロナの影響でずい分と例会お

休み、退会等が多い中で、皆様に

ご寄付をお願いする事も恐縮です

が、私達の出来る範囲で未来を担

う若者、子供達に少しでも協力した

いと考え、今年も 1 年がんばってい

く考えです。 

 

 

新世代（青少年）委員会  川本博司 

コロナ禍が終息し、地区に於け

る青少年関連部門の活動が従来

通り再開出来れば、参加・協力し

たいと考えております。 
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ニコニコ箱 

山本佳弘  

 初例会、お蔭様で楽しい例会となりました。感謝いたしま

す。日曜日にコロナワクチン接種しました。心配していた副反

応も、腕が少し痛いだけで済みました。本日はクラブ協議会計

画発表です。宜しくお願い致します。 

山本純也   

念願かなってひな壇に座れました。幹事のおつとめ身を粉に

して頑張ります。 

矢田篤司   

38 歳で入会して 29 年無事勤め上げました。 

山本康夫   

お伊勢参りに行ってきました。曇り空でしたのでかなり空いて

いました。しっかりお参りしてきました。 

山本敦洋   

本日朝より、案内打ち合わせ 6 件。くたくたです。お盆まで

しっかりもうけます。会長、例会終了後ビールが飲みたいで

す！！(笑) 

辻 諦淳   

暑さの中、お盆の準備にかからないといけません。8 月 13

日までに塔婆（とうば）を 800 本書き上げないと「住職 

首」になります。ヤセる思いで頑張ります。 

川本博司   

本日、誕生日。還暦です。早く家に帰ります。 

杉山竜二   

各委員長の方々、よろしくお願いします。 

菅根 清   〃 

原田武俊   〃 

西嶋明美   〃 

坂本恵子   〃 

中峰千世子  〃 

裏橋眞琴   〃 

赤堀哲也   〃 

松岡勇気   〃 

菊池正紀   〃 

光吉直也   〃 

 

 

 

メイクアップ案内 

 

松岡君 第一子誕生お祝い おめでとうございます！ 

ビジターフィー 各 2,000 円～ 

田辺 RC TEL24-2002 木曜日 12：30～ 

例会場：ホテルハーヴエスト南紀田辺 

田辺東 RC TEL24-6427 水曜日 12：30～ 

例会場：きのくに信用金庫 3F 

白浜 RC TEL42-4686 金曜日 12：30～ 

例会場：白浜町商工会 3F 

 

会長挨拶 

委員会席  SAA 光吉君 ニコニコ紹介中 


