
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

昨⽇、アウトドア同好会で
乗鞍岳に登って来ました。
総勢 12 名、無事に下⼭で
きて喜んでいます。登る途
中は、もうしんどくて⼭⽥

君がコーチ役で皆を励まし、⼜、助け合う姿は、正
にロータリー精神そのものでした。今後もこの精神
を忘れることなく、アゼリアＲＣという⼭を皆で登
って⾏きたいと思います。今⽇は、兼ねてからお待
ちしていた、⼋⽊由貴⼦さんが初の例会にご出席く
ださいました。そして、ゲストの卓話には、⾜⽴会
員のご主⼈で、和歌⼭大学経済学部教授の⾜⽴基浩
様にお越しいただいております。ところで、ニコニ
コ箱の意味についてお話させて頂きます。皆様に寄
付をしていただいて集まったお⾦で、毎年アゼリア
の⾊々な奉仕事業に使わせていただいています。⽇
頃もっと嬉しいこと、楽しい事を作って、ニコニコ
箱のご協⼒をお願い申し上げます。 
 

 
ハイライト⽶⼭ 9 ⽉号、地
区社会奉仕委員会より⿇薬
覚せい剤乱用防⽌センター
からの「ダメ。ゼッタイ。」
冊⼦、そして 9 ⽉ 11 ⽇付

けの和歌⼭新報に掛下会⻑の「新年度の抱負」が掲
載されておりますので回覧します。次に、会⻑幹事
会の議題について、和歌⼭南ＲＣより協賛の依頼が
ありました。アゼリアでは賛同はしませんが、会員
個⼈企業様にもご⽀援いただきたいとの事ですので、
資料を回覧します。寄付される⽅は事務局までお申
し出ください。⼜本⽇、ボックスに 15 周年記念式
典の招待客についてのアンケート用紙を配布してい

 

言行はこれに照らしてから 

Ⅰ.真実かどうか   Ⅲ.好意と友情を深めるか 

Ⅱ.みんなに公平か  Ⅳ.みんなのためになるかどうか 

≪ 前回の例会記録 9 ⽉ 24 ⽇（⽉）≫ 
▼第 635 回例会 
○ロータリーソング 奉仕の理想 
○ゲスト紹介       和歌⼭大学経済学部教授 

 副学部⻑ ⾜⽴ 基浩 様 
○ビジター紹介   
○出席報告      会員数 33 名 

本⽇の出席      9 ⽉ 24 ⽇  31/33 名 93.93％ 
前々回修正出席   9 ⽉ 3 ⽇ 30/33 名 90.90％ 
メーキャップ     2 名 

≪ 次回の例会 10 ⽉ 15 ⽇（⽉） 
▼第 637 回例会    

☆外部卓話「認知症を知る」・「街の活性化」 
(有)ViVifala 島ゆかこ 代表 島由佳⼦様 

≪ 本⽇の例会 10 ⽉ 1 ⽇（⽉）≫ 
▼第 636 回例会 

☆誕⽣会 
☆クラブフォーラム  15 周年記念実⾏委員会 
 「15 周年記念事業・式典・記念誌について」 

  

 

 

２０１２-１３年度 
国際ロータリーのテーマ 

 
 

ＲＩ会⻑ ⽥中 作次  

会  ⻑／掛下  吉三   会報委員／岡本 嘉之 
副会⻑／松本  良⼆         ⼩形みちる 
幹  事／井上  晴喜 

[例会⽇] 毎週 ⽉曜⽇ 12：30〜13：30 
[例会場] 和歌⼭市湊通り丁北 2-1-2 ホテルアバローム紀の国 
[事務局] 和歌⼭市雑賀屋町 52 南⽅ビル２階 （〒640-8249） 
     TEL 073-435-3470 / FAX 073-435 -3472 
          E-mail：wa-az-rc@naxnet.or.jp 
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ます。ご記⼊いただき 10 ⽉ 1 ⽇までに事務局へ返
信をお願い致します。「クラブ活動計画・報告書」
の冊⼦、そして新しい組織図もボックスに配布して
います。⼋⽊会員には親睦活動委員会へ⼊っていた
だきます。岡本会員が会報委員⻑に変更のため、親
睦活動委員会から抜けております。⼩形会員は親睦
委員に⼊っていただいています。ご確認下さい。 
 

 
◎新⼊会員の紹介        川野富喜⼦会員 
本⽇からご⼊会いただきました、⼋⽊由貴⼦さん、
嬉しい限りです。気⽴てのよい聡明な⽅で、教えら
れる事がたくさんございます。お仕事は、(有)⽇⽶
商会の経営をなさっています。とてもお仕事熱⼼な
⽅です。皆様どうぞよろしくお願い致します。 

新⼊会員 ⼋⽊由貴⼦さん 
はじめまして。(有)⽇⽶商会の⼋⽊と申します。業
務内容は、タクシーメーター及び運送会社のタコグ
ラフの販売と修理をしております。この度、お誘い
を頂きまして大変嬉しく思います。皆様どうぞよろ
しくお願い致します。 

 
 

◎職業奉仕委員会         野村 伸会員 
皆様こんにちは。9 ⽉ 22
⽇（土）、クラブ職業奉仕委
員⻑会議がアバロームで⾏
われ、出席してまいりまし
た。10 ⽉の職業奉仕⽉間に

先がけて、地区職業奉仕の⽥原委員⻑がお話下さり、
それに基づきまして、アゼリアの 10 ⽉ 29 ⽇の職
業奉仕委員会クラブフォーラムを開催させて頂きた
いと思っておりますので、よろしくお願い致します。 

◎親睦活動委員会        ⽩神 修次会員 
２０１２－１３親睦旅⾏＆
企業⾒学のご案内 
２０１２－１３の親睦旅⾏
は、宝塚大劇場にて星組公
演観劇を企画いたしました。

また、職業奉仕委員会による企業⾒学（菊正宗酒造
記念館）を同時体験して頂く予定です。すでに席の
仮予約が出来ていますが、早急に参加⼈数を確定し
なければなりません。１０⽉１５⽇（⽉）までに、
出⽋のご返事を伺いたいと存じます。詳細は追って
連絡させて頂きます。尚、多くのご家族の皆様にも
参加して頂きたく存じますが、何名の⽅に参加して
頂けるかは会員の参加⼈数が確定するまでは確約し
かねます。⼗分席の確保が出来ていますが、取りあ
えずご家族の⽅に関しては申込み順とさせて頂きま
す。また、「参加」のお返事を頂いた後で、不参加
になった場合にも参加費は徴収させて頂きます。 
⾏き先：宝塚大劇場公演「宝塚ジャポニズム〜序破
急〜」及び菊正宗酒造記念館 
⽇ 時：２０１２年１２⽉１⽇（土）土曜⽇ 
出 発：和歌⼭市駅雄の橋 ７：４５ 

ＪＲ和歌⼭駅東⼝ ８：００ 予定 
帰 着：ＪＲ和歌⼭駅東⼝１８：３０ 

和歌⼭市駅雄の橋１８：４５ 予定 
参加費：大⼈（会員・家族）￥６,０００ 

  ⼩⼈       ￥５,０００ 
◎アウトドア同好会       ⼭⽥  茂会員 
⼩京都⾶騨⾼⼭乗鞍岳登⼭の報告 

皆さんこんにちは。先週土
曜⽇、⽇曜⽇と乗鞍へ⾏っ
て来ました。土曜⽇は⾼⼭
散策、⽇曜⽇は登⼭の予定
でしたが、⽇曜⽇の朝起き

たら土砂降りの⾬でした。昼には⾬が上るとの天気
予報でしたので、とりあえずバスで出発いたしまし
た。⼩⾬になったので頂上めがけて登り、12 時半
頃に到達しました。ちょうどその時、⾬も上がり、
ガスも消えて、穂⾼連峰と槍ヶ岳の景⾊を⾒ること
が出来ました。頂上は気温 3 度くらいでしたが、
素晴らしい景⾊を堪能することが出来ました。これ
からも皆が参加できるような企画をしたいと思いま



すのでぜひ参加してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
「和歌⼭再⽣計画 

－ぶらくり丁の活性化は可能か－」 
和歌⼭大学経済学部教授 副学部⻑ ⾜⽴基浩様 

最近元気がないといわれて
いるぶらくり丁商店街。和
歌⼭の中⼼市街地の再⽣は
可能だろうか。結論を先取
りすれば、それは可能であ

る。私は⻑年イギリスにて中⼼市街地の再⽣の調査
を⾏ってきたが、イギリスでは中⼼市街地と郊外地
区とがうまく共存しており、注目に値する。特に、
1993 年に｢中⼼市街地から優先的に再⽣させよ｣と
いう PPG6 と呼ばれる都市計画指針が施⾏されてか
らは顕著に成⻑しており、⽇本での導⼊が急がれる。 
ところで、和歌⼭の場合はどうか。 
和歌⼭県経済は 1965 年には全国第 3 位の経済成
⻑率を⽰し、2005 年時点でも全国 13 位と上位に
ある。ただ、和歌⼭県の場合は消費が大阪などの外
部に流出する傾向にあり、この消費をうまく内部に
取り込めば⼗分に再⽣の余地はある。そして、その
受け皿として県都和歌⼭市の中⼼市街地の再⽣があ
る。こうした地域での資源循環、いわゆる内需を元
気にして地元で消費するスタイルで最近最も注目し
ているのが⾼知市である。⼈⼝約 34 万⼈の⾼知市
では毎週⽇曜⽇に市を毎週開催している。この朝⼀

は⽇曜市と呼ばれ、約 300 年の伝統をほこるもの
で、約 600 店が出店しており、主に野菜などの農
産物が中⼼で、焼き⿃など地場のものもある。⾼知
市が運営しているのですが、出店の条件が地元で自
らが育てたもの〈例、野菜など〉であり、他のもの
を流通させる形での出店は認めていないという特徴
がある。つまり、市場がブランド化されている。 
⾼知市役所の情報によると、朝市は通常 15,000 ⼈
ほどの集客があり（2008 年⾼知大学中澤教授によ
る調査）、県内来客者が 60％、県外来客者が 40％
となっている。和歌⼭市の中⼼市街地が、多いとき
で 3000 ⼈から 5000 ⼈程度の歩⾏者交通量である
のと⽐較するといかにすごい集客かがわかる。 
市場的なイベントを継続的に⾏い、ブランド化すれ
ば、⼈が集まるのだ。なお、著者のゼミでは、
2005 年から 2011 年現在まで地域の再発⾒と中⼼
市街地の回遊性を目指して、市街地の空きスペース
（橋や道路の上）でオープンカフェ事業(通称、カ
フェ With) を実施している。基本的には中⼼市街
地の屋外で実施してきたが、2007 年、そして
2011 年、2012 年(本年)には空き店舗を利用して
のカフェ With も実施している。このカフェ事業は
毎年秋⼝の各週末に営業し（午前 11 時から午後 4
時ごろまで）、学⽣達が中⼼となってカフェのメニ
ュー（しらす丼(500 円)など）を企画し、地域の個
性にこだわっているので提供するドリンクやメニュ
ーは地域のものを利用している。また、地域の⼈々
を巻き込んだイベントも実施している。2007 年の
空き店舗を利用したカフェの場合、「NHK との連携
カフェ」、2008 年 1 ⽉には裁判官が主催する｢裁判
官カフェ｣などを実施した。その結果、特に週末に
は 1 ⽇に、150 ⼈から 200 ⼈ほどの集客に成功し
た。学⽣が主体であるが、まちづくり NPO が影で
⽀え、⾷品衛⽣の許可などの取得、公用地の占有許
可申請などを⼿伝っている。⼀⾒、魅⼒が少なく⾒
えた中⼼市街地は実は城下町でまた坂本⻯⾺が訪れ
ていたなど、多くの知られざるスポットがあるのに
は驚いた。こうして、我々は若いパワーとともにカ
フェを通じた「ミニ市場」を演出している。 
⾼知市で成功しているように、和歌⼭市の中⼼市街
地は実は⾼知市以上に魅⼒の宝庫なのである。⼀度
衰退してしまった街に⺠間からの投資は縮⼩しがち



である。その結果、街はさらに廃れてしまうが、こ
のスパイラルを断ち切るにはより多くの市⺠を巻き
込んで、地元の個性を探りながら地道に今ある街の
魅⼒を発信しつづけることではないだろうか。 

 
 

＊ニコニコ箱 
⾜⽴ 聖⼦会員 
本⽇は夫がお世話になります。よろしくお願い致し
ます。 
川野富喜⼦会員 
⾜⽴先⽣、今⽇は卓話嬉しいです。⼋⽊由貴⼦さん、
今⽇からお出で頂き有難うございます。元気で頑張
りましょうネ！! 
⼩門 蔦⼦会員 
アウトドア同好会の皆様、昨⽇はありがとうござい
ました。年寄りを大事にいたわってくれ、嬉しかっ
たです。今⽇は例会⽋席かな？と思ったのに、バン
バンです。 
⿅嶋 克⼦会員     
⼋⽊様、ご⼊会ありがとうございます。 
松本 良⼆会員     
巨⼈が優勝した？「しらんがなぁ↗」 
三⽊ ⺠⽣会員     
大辺路、中辺路、⼩辺路を東京の友⼈と歩いて熊野
三⼭を参詣してきました。「年の割にはよくがんば
ったとほめてあげたい」と、ほざくどころではあり
ません。体⼒の回復がなく、へとへとでした。この
体⼒のまま、年⽉が過ぎるのでは。（65 才の憂鬱） 
⼩形みちる会員 
本⽇は⾜⽴先⽣ようこそお越し頂きました。卓話楽
しみにしてました。そして、⼋⽊会員、ロータリー
でお会いできること、とても嬉しく思います。これ
からもよろしくお願い致します。 
坂部美智⼦会員 

⾜⽴先⽣、お忙しい中お越し下さり有難うございま
す。よろしくお願いします。⼋⽊様、⼊会有難うご
ざいます。仲良くしましょうね。 
澤本 栄⼦会員 
中秋の名⽉も間近に迫り、秋⾊豊かさを⼼待ちにし
乍ら、⽇本の四季の変化を嬉しく思っています。 
⽥原サヨ⼦会員 
9 ⽉ 22 ⽇このアバローム紀の国で、地区クラブ職
業奉仕委員⻑会議を無事終えることが出来ました。
野村さん大変お世話になり、有難うございました。 
吉岡 惠美会員 
⼋⽊さんのご⼊会、⼼より歓迎致します。土、⽇の
アウトドア乗鞍岳への旅、皆さんのお蔭で標⾼
2850ｍを体験させて頂きました。⼿を引いて下さ
ったり、背中を押して下さった優しい男性達、感
謝!感謝! 
⼋⽊由貴⼦会員 
⼊会初めての、例会に出席させて頂きました。ふつ
つかな者ですが、よろしくお願い致します。 

本⽇合計額 56,000 円  今年度累計額 402,770 円 

＊ロータリー財団 
三⽊ ⺠⽣会員 ⼩形みちる会員 坂部美智⼦会員 
澤本 栄⼦会員 
本⽇合計額   10,500 円 
＊⽶⼭奨学  
三⽊ ⺠⽣会員 ⼩形みちる会員 坂部美智⼦会員 
澤本 栄⼦会員 
本⽇合計額    9,500 円 
 
●市内ロータリークラブ 例会情報 

ク ラ ブ 名 ⽇  時 内    容 
和 歌 ⼭ 北 10 ⽉ 1 ⽇(⽉) 卓話「⽶⼭記念奨学⽣の私と⺟国ラオ

ス、⼩学校への貢献」和歌⼭大学大学院
⽣ ドゥアンピラー プッタワンさん          
（ホストクラブ 和歌⼭⻄ RC） 

和 歌 ⼭ 10 ⽉ 2 ⽇(⽕) 「紀の国わかやま国体の開催について」 
和歌⼭県総務企画課副課⻑三浦源吾さん 

和歌⼭東南 10 ⽉ 3 ⽇(⽔) クラブフォーラム 職業奉仕委員会 

和 歌 ⼭ ⻄ 10 ⽉ 3 ⽇(⽔) 「今年 9、⽉ラオスにおける教育⽀援活
動について」〜和歌⼭市内の⽶⼭奨学⽣
をお招きして〜 ⽶⼭奨学⽣ ドウアン
ピラー・プッタワン君 

和 歌 ⼭ 東 10 ⽉４⽇(⽊)  

和歌⼭城南 10 ⽉ 4 ⽇(⽊) 外部卓話「職業奉仕について思う事」 
第 2640 地区 職業奉仕委員会委員⻑ 
⽥原サヨ⼦様（和歌⼭アゼリアＲＣ） 

和 歌 ⼭ 南 10 ⽉ 5 ⽇(⾦) 卓話「３⼈の⼦供を育てて（夢をあきら
めないで）」和歌⼭県⽴和歌⼭北 
⾼等学校 教諭 ⽥中 章⼆様 

和 歌 ⼭ 中 10 ⽉ 5 ⽇(⾦) RI 研究（1）「ガバナー補佐」 
大平 洋和パストガバナー補佐 
南⽅ 淳⼀パストガバナー補佐 

 


