
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
本⽇も⾬降りで風も強いお天
気です。これから⼀⾬ごとに
春の⾜⾳が聞こえてくるよう
な感じですが、と⾔ってもま
だまだ寒い⽇がありますので、

体調管理に気をつけて下さい。さて、先週のチャリ
ティコンサートはバンドメンバーはじめ、皆様⼀丸
となってご協⼒いただき、本当にありがとうござい
ました。お陰で約 300 名の集客を動員できた事は、
改めて皆様のマンパワーを感じされられました。そ
して当⽇ＰＭ6:00 からのＴＶ和歌⼭＠テレわかで
その模様のニュースをＣＤに焼いていますので、ご
覧になりたい⽅は事務局までお申し出下さい。 
理事会報告 
国際ロータリー第 2640 地区、 2013 年度の⽶⼭
記念奨学⽣の世話クラブを引き受けることを決定致
しました。カウンセラーの募集は地区からの回答詳
細後、ご案内いたします。以上です。 
 

 
2 ⽉ 11 ⽇チャリティコン
サートお疲れ様でした。当
⽇の来場者数２８１名。チ
ケット売り上げ５１９枚、
⾙塚コスモスＲＣ（4 千円）、

城南ＲＣ中芝会員（2 千円）よりお⼼付け。当⽇の
募⾦箱１４８，２８７円、計１５４，２８７円。総
合計６７３，２８７円の収益でした。また、⾙塚コ
スモスＲＣより、たくさんの会員さんが⾜をお運び
下さいました。ご都合で来られなかった会員の未登
録者分として、⽥端会⻑様より 4000 円を頂戴しま
した。城南ＲＣ中芝会⻑さまより、ニコニコ箱へと
いうことで、「抽選というものに初めて当たりまし
た。ありがとう」と、ご寄付いただきました。そし
て、掛下会⻑の奥様より、お菓⼦の差し⼊れ、三⽊

 

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 2 ⽉ 18 ⽇（⽉）≫ 
▼第 651 回例会  

○ロータリーソング  奉仕の理想 
○ゲスト紹介  
○ビジター紹介  
○出 席 報 告  会員数 32 名 

本⽇の出席  2 ⽉ 18 ⽇ 29/32 名 90.62％ 
前々回修正出席  1 ⽉ 28 ⽇ 30/31 名 96.77％ 
メーキャップ  7 名 

≪ 次回の例会   3 ⽉ 3 ⽇（⽇）≫ 
▼第 653 回例会  

☆創⽴ 15 周年記念式典  
 ○記念式典 
 ○懇親会  於:ホテルアバローム紀の国 18:00〜 

≪ 本⽇の例会  2 ⽉ 25 ⽇（⽉）≫ 
▼第 652 回例会  

☆外部卓話  「⽣き⽅を変える出来事」  
       オフィス じねんや 上前 喜彦 様  

  

 

 

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 
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元会員より、お寿司を差し⼊れてくださいました。
皆様ありがとうございました。そして、朝⼀番に坂
部さんがお⼿伝いに来てくださり、途中コーヒーを
差し⼊れてくださいました。最後までお⼿伝いくだ
さり、大量に出たゴミを持って帰って下さいました。
坂部さんありがとうございました。次に、「ハイラ
イト⽶⼭ 2 ⽉号」、「第１４回ロータリー国際囲碁
大会案内状」が届きましたので回覧いたします。ロ
ータリー財団より 2012 年 7 ⽉ 1 ⽇〜12 ⽉ 31 ⽇
までの「確定申告用寄付領収証」が届きましたので、
ボックスにて配布させていただきました。こちらは
特別寄付をしていただいた⽅のみの領収証の発⾏と
なっております。ご確認下さい。それと、3 ⽉のプ
ログラム表もボックスに⼊れています。3 ⽉ 3 ⽇の
記念式典、18 ⽇のアゼリア会夜間例会等、変更に
なってますので、お間違えのない様にお願い致しま
す。続いて、東京ＲＣの熊平様から「抜筆のつづ
り」冊⼦が届きました。毎年無料でお送り下さって
います。テーブルの上に置いてございますので、ぜ
ひお持ち帰り下さい。次年度のロータリー⼿帳の申
し込みを注⽂するにあたり、ご⼊用の⽅だけ注⽂い
たします。本⽇、例会⼊り⼝受付にてお申し込みく
ださい。（無料です） 

 
 

 
◎広報委員会          松本 良⼆会員 

RI 第 2640 地区は、平成２５
年２⽉２３⽇に国際ロータリ
ーが創⽴１０７周年を迎える
のを記念して、関空の旅客タ
ーミナルビル内の KIX インフ

ォメーションボードを使った広報を、３⽉２２⽇
(⾦)迄１カ⽉間展開します。 
そして、２⽉２３⽇（土）１０:００〜１３:００  
第１ターミナルビル ４F「翼の広場」 
においてオープニングセレモニーや写真展、お茶会
等催しますので是非お⽴ち寄り下さい。 
◎国際交流委員会        大野 治朗会員 

3/3 に⽇出ＲＣより５名の
メンバーがお祝いに来てく
れます。2 ⽇〜4 ⽇までお
出迎え、お⾒送り、観光、
夜の親睦等皆さんのご協⼒

をお願い致します。詳細が決まりましたらご案内の

ｆａｘをさせて頂きます。 
◎雑誌・広報・ＩＴ委員会    ⾜⽴ 聖⼦会員 
『ロータリーの友 2 ⽉号読みどころ紹介』 
是非みなさんにお読み頂きたい記事 
「ＶＯＩＣＥＳ ｆｏｒ ＰＥＡＣＥ」 （平和を求
める声） ヨコ組・Ｐ１３〜１８   

ロータリーの平和運動の歴史
が、記されています。アンソ
ニーＧ．グレイン⽒の再録記
事です。⻑⽂で戦勝国サイド
の展開記事が多いので、読み

づらい所もありますが経緯がくわしく書かれていま
す。 
イ．ロータリーの平和会議が「ユネスコ」に発展 
ロ．国連憲章の起草にロータリアンが協⼒ 
ハ．１９９９年平和センター創設・７０⼈の奨学⽣

が勉学といった歴史的な事象が印象的です。 
チェルノブイリ原発事故のその後と福島 タテ組・
Ｐ２〜５ 
お医者さんで、現在市⻑をお勤めの⽅が、原発事故
を冷静に観察して論じています。公正で客観的・専
門的な⾒⽅だけに、放射能被ばくの凄味がひしひし
と⾝に沁みます。 
読んで⾯⽩い記事 
異⽂化との出会い ヨコ組・Ｐ６〜１２ 
異⽂化交流のさまざまなパターンを、ロータリアン
⾝の筆で１０通り記録されています。 
⽀援・交流の仕⽅にも⾊々な切り⼝があることが分
かり参考になります。 
平和 私が考える平和 ヨコ組・Ｐ１９〜２１ 
これもロータリアン自⾝の論述です。⼀⾔で「平
和」といっても、多種多様な考え⽅・⾒つめ⽅があ
るのを再認識いたします。 
感銘を受けた記事  
地域の⽀援団体に対する⼩さな⽀援 ヨコ組・Ｐ３
０〜３１ 
⾯⽩い着眼です。ローカルに根付いた奉仕活動でし
ょう。⼩さな⽀援でも、写真に⾒るような拡がりに
感銘を受けました。 
地区から「情報発信」された⽅々 
今⽉は、わが２６４０地区から１０件を超すという
未曽有な沢⼭の記事が掲載されました。 
「俳壇」では、⽶⽥眞理⼦⽒が２ヶ⽉連続⼊選、選
者の評も記されました。 
「柳檀」は、２０⼈中３⼈が我が地区メンバーで占



められています。 
「ヨコ組記事」２件、「ロータリーアットワーク」
３件掲載も、素晴らしい。 
「ヨコ組」 
１）和歌⼭⻄ＲＣ 中井 秀⾏ Ｐ８ 

「⺟国に奉仕する⼼を奨学⽣に学ぶ―ラオスの⽶
⼭奨学⽣、プッタワン君」 

２）和歌⼭南ＲＣ 大桑 祥嗣 Ｐ２３ 
 「世界のロータリアンとの親睦を深める」 

３）粉河ＲＣ   
 事務所住所変更  
 〒649-6531 紀の川市粉河 50  Ｐ３９ 

「タテ組」 
４）堺フェニックスＲＣ ⽶⽥眞理⼦ Ｐ１２ 

     「冬仕度うながすやうに風騒ぐ」 
５）大阪⾦剛ＲＣ 井出俊太郎 Ｐ１２ 

     「縁結び勝⼿な神が登場す」 
６）⽥辺ＲＣ 東  冬彦 Ｐ１３ 
     「その無理を道理と信じ困るのよ」 
７）堺清陵ＲＣ 物種 唯修 Ｐ１３ 
 
     「お予定表土⽇真っ⿊アホかいな」 
８）羽曳野ＲＣ「バナー自慢」      
９）堺ＲＣ ロータリーアットワーク Ｐ２５  
    「祭りでチャリティーバザー、大盛況」 

１０）堺フラワーＲＣ ロータリーアットワーク 
Ｐ２７ 「モンゴルのクラブと姉妹提携」 

１１）岩出ＲＣ ロータリーアットワークＰ３１ 
   「新世代講演会 ⽇本⼈のこころと平和」  
 

 
◎15 周年記念式典委員会 

１５周年記念実⾏委員⻑ 松本 良⼆ 
記念式典委員⻑ 中尾 ⼋朗 

≪みんなで祝おう 15 周年≫ 
 
 
 
 
 

創⽴１５周年記念式典の役割分担と、その詳細及び
式次第は下記の通りです。まだ不充分なところもあ
りますので、次回例会後にもう⼀度それぞれの役割
を確認したいと思います。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

＊ニコニコ箱 
掛下 吉三会員 
チャリティコンサート成功裏に終わり、たいへんご
協⼒いただきありがとうございました。 
貴志 孝⽣会員 
チャリティコンサート、大成功おめでとうございま
す。バンドの皆様お疲れさまでした。 
北野 敏夫会員 
松本良⼆様、ご紹介頂いたゾイ美容室、無事オープ
ンしました。ありがとうございました。 
北畑 ⽶嗣会員 
誕⽣⽇プレゼントありがとうございます。夜間例会
と間違えて⽋席してしまいました。笑ってやって下
さい。 
⼩門 蔦⼦会員 
先⽇のチャリティコンサート皆様お疲れ様でした。
當仲さんを中⼼としたバンド、ロータリーの職業奉
仕そのものですね。⼜、他の会員さんと⼀丸となっ
て⽴派な成果を上げることが出来ました。3/3 の式
典が済めば掛下さんも押しも押されもせぬ 15 周年
度の会⻑です。皆様の努⼒、好意が嬉しかったです。 
川野富喜⼦会員 
先⽇ 2/11 のチャリティコンサートは本当に素晴ら
しかったです。皆様の素晴らしい演技⼒には感服致
しました。 
松本 良⼆会員 
チャリティコンサートお疲れさまでした。次は 3/3
⽇の 15 周年記念式典を皆さんで祝いましょう。 
宮本 和彦会員 
2/11 のチャリティコンサートが無事成功いたしま
した。会員の皆様のご協⼒に感謝致します。 
15 周年記念事業委員会より。 
大野 治朗会員 
アゼリアバンドの皆様、メンバーの皆様、お疲れ様
でした。 
⼩形みちる会員 
先⽇のチャリティコンサートお疲れ様でございまし
た。私も何とかコメディ担当で楽しく過ごさせて頂
き、有難うございました。 
岡本 嘉之会員 
2/11 のチャリティコンサートお疲れ様でした。た
くさん間違えてしまいました(^_^;) 
 

 
⽥邊 和喜会員 
誕⽣⽇の⽉です。年は取りたくないものですね。 
坂部美智⼦会員 
2/11 のチャリティコンサート、皆さん朝からご苦
労様でした。楽屋裏を初めて拝⾒させて頂きました。 
澤本 栄⼦会員 
2 ⽉ 11 ⽇には退っ引きならぬ、所用の為、⽋席さ
せて頂き、誠に申し訳ございません。 
澤本 栄⼦会員 
昨⽇、孫のお結納と私の誕⽣と重なり、大変嬉しく
思っている⼀時です。 
本⽇合計  68,000 円  年度累計額     981,770 円 
 
＊ロータリー財団 
北畑 ⽶嗣会員･宮本 和彦会員・岡本 嘉之会員
坂部美智⼦会員・澤本 栄⼦会員 
本⽇合計額                15,500 円 
 
＊⽶⼭奨学 
北畑 ⽶嗣会員・宮本 和彦会員・岡本 嘉之会員 
坂部美智⼦会員･澤本 栄⼦会員 
本⽇合計額                 12,500 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 2 ⽉ 25 ⽇(⽉) 会員卓話「四国⼋⼗⼋箇所 ⽴江

寺」 福⽥⽟緒会員 

和 歌 ⼭ 2 ⽉ 26 ⽇(⽕) 「⽶⼭奨学⽣卓話」⽶⼭記念奨学
⽣ コウ セイ さん 

和歌⼭東南 
例会開始
12:30〜 
⾷事 
12：00〜 

2 ⽉ 27 ⽇(⽔) 
 

例会⽇変更→22 ⽇（⾦）18：30 
外部卓話 「城下町 和歌⼭の設
⽴過程について」 
和歌⼭県⽴ 紀伊風土記の丘 館
⻑ ⽔⽥ 義⼀様 

和 歌 ⼭ ⻄ 2 ⽉ 27 ⽇(⽔) 会員リレー卓話 その① 

和 歌 ⼭ 東 2 ⽉ 28 ⽇(⽊) 卓話「キルギス奮闘記〜和歌⼭県
⼈の挑戦〜」 
和歌⼭県国際協⼒推進員 
野村美⾥さん                 

和歌⼭城南 2 ⽉ 28 ⽇(⽊) 卓話「⻘少年犯罪の現況」 
和歌⼭県警察本部 岡畑好紀さん 

和 歌 ⼭ 南 3 ⽉ 1 ⽇(⾦)  

和 歌 ⼭ 中 3 ⽉ 1 ⽇(⾦)  

 


