
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは。本⽇ボックス
に今年度の組織図をお⼊れ
していますのでご確認宜し
くお願い致します。先週、
市内９クラブの第 1 回会

⻑・幹事会がありました。そこでＩＭについて、以
前と同じＩＭ3 組で開催が決定いたしました。来年
４⽉２６⽇（⼟）和歌⼭ビック愛で開催予定ですの
で、⼭⽥ＩＭ実⾏委員⻑、宜しくお願い致します。
話しは変わりますが、この時期（梅⾬）は、健康に
様々な影響を与えますが、とくにエアコンによる温
度湿度の調整が難しいと思います。今は節電で 28
度設定のところが多いですが、アメリカの空調学会
の基準からすると、夏場は 22.8〜26.1℃、湿度は
40〜60％が快適に⽣活する環境であると⾔われて
います。⽇本の基準は本来ならば、理想的な環境は、
温度は 25℃、湿度 50％くらいと⾔われています。
でも快適な温度や湿度は⼈それぞれですから、上⼿
な節電をして、冷房病に気をつけ、また熱中症にも
気をつけて、今年の夏も元気にのりきりましょう。 
 

 
会費納⼊のお願いをボック
スにて配布していますので、
ご確認下さい。なお、今期
より会費納⼊の⼝座が変わ
っておりますので、お間違

えのない様、お振込み下さい。よろしくお願い致し
ます。それと、本⽇例会終了後に理事役員会がござ
いますので、理事役員の⽅はご出席のほどよろしく
お願い致します。 
 

 
◎社会奉仕委員会        貴志 孝⽣会員 

 

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 

２０１3-１4 年度 
国際ロータリーのテーマ 

 
 

ＲＩ会⻑ ロン Ｄ.バートン 

≪ 本⽇の例会 7 ⽉ 22 ⽇（⽉）≫ 
▼第 670 回例会 

☆内部卓話「新⼊会員⾃⼰紹介」 
       森 隆紀会員・⿊⽥ 忠嗣会員・内藤 和起会員 
 ☆前年度 Ｒ財団・⽶⼭奨学会寄付達成者表彰 
 ☆前年度ニコニコ箱貢献感謝状表彰 
 

≪ 次回の例会 7 ⽉ 29 ⽇（⽉）≫ 
▼第 671 回例会 
 ☆内部卓話「⾳楽と私〜還暦を迎えて〜」 
             松本  博会員 

≪ 前回の例会記録 7 ⽉ 8 ⽇（⽉）≫ 
▼第 669 回例会 
 ○ロータリーソング     Ｒ-Ｏ-Ｔ-Ａ-Ｒ-Ｙ 
 ○ゲ ス ト 紹 介    
 ○ビジター紹介    
 ○出 席 報 告    会員数 33 名（内出席免除２名） 

本⽇の出席       7 ⽉ 8 ⽇ 29/33 名 87.87％ 
前々回修正出席   6 ⽉ 24 ⽇ 28/33 名 84.84％ 

   メーキャップ    0 名 

会  ⻑／安宅 浩⼀   会報委員／北野 敏夫 
副会⻑／⽥原サヨ⼦         北畑 ⽶嗣 
幹  事／岡本 嘉之        掛下 吉三 

[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 

VOL.16 No.3  TOTAL 652 2013 年 7 ⽉ 22 ⽇ 第 670 回例会 



社会奉仕委員会の今年度の
事業計画の⼀つに盲導⽝育
成事業を⽀援する事を謳っ
ております。盲導⽝育成事
業に決めた経緯については

2013-14 年度委員会活動計画書に記載しています。
⾒ておいて下さい。具体的な活動は、盲導⽝育成事
業の広報を兼ねて街頭募⾦を計画しております。街
頭募⾦だけでは目標寄付⾦額達成は難しいと思われ、
少しでも多くで寄付できるように会員皆様のご厚意
を戴きたく、ワンワン募⾦箱を毎⽉ 1 回まわさせ
て頂きます。第 2 週をワンワン募⾦の⽇と定め、
募⾦箱を回します。ご協⼒宜しくお願いいたします。 
◎雑誌・広報・ＩＴ委員会     野村 伸会員
「ロータリーの友 7 ⽉号読みどころ紹介」 

横組記事 
ＲＩ会⻑メッセージ P5 
ロータリー新年度の始まり
で、RI ロン D．バートン
会⻑の指針が伝わってきま

す。ロータリーの「奉仕の理念」を基として会員⼀
⼈ひとりが活発に活動し貢献し、ロータリーを真に
実践した時に私たちを必要とする⼈々の⼈⽣が変わ
り、同じように私たちの⼈⽣も変わる。これが今年
度のテーマ「ロータリーを実践しみんなに豊かな⼈
⽣を」の⼀番⼤切なところだと説いてます。また今
までの教訓で、「私たちが⾃分たちに多くのことを
課せば課すほど多くを達成できる」という⾔葉もこ
れからのわたしたちロータリアンの活動に⼤きな勇
気を与えてくれます。 
⼀徹な⼈ P6 〜 P14 
RI 新会⻑ロン D．バートン⽒のキャリアの成功は
「適切な場所に、適切なタイミングで」との⾔葉は 
写真から伝わる笑顔と物腰の穏やかそうな雰囲気と
相まって⼈柄を感じさせます。しかし⾃分が固く信
じていることなら徹底的に理論を尽くし妥協を許さ
ないという。このような理論感によった信念が裏付
けされている個性に頼もしい⼈柄が伝わってくると
同時に幅広い⼈間性が感じられます。 
2013-14 年度 RI 理事会メンバー P16 〜 P17 
ガバナーの顔  P18 〜 P35 
ロータリアンとして今何をすべきか  P54 

縦組記事 
考えよう・育もう！⾃然と命  P2 
地区関連記事 
横組記事 
ロータリー活動 フォトコンテスト開催！  P58 
縦組記事 
もう⼀度例会に出席してもらいたかった  P27 
児童虐待防⽌の看板設置  P2 
＊ロータリーアットワークにて、2 ⽉ 11 ⽇紀南⽔

害復興⽀援チャリティコンサートの記事が掲載さ
れています。 

◎前年度出席プログラム委員会 松本  博会員 
前年度 100％例会出席者表彰 
前年度出席プログラム委員⻑松本会員より、掛下年
度 100％例会出席者の発表ならびに表彰、記念品
の贈呈。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
安宅会員・後和会員・井上会員・掛下会員・川野会
員・北野会員・⼩門会員・中尾会員・野村会員・岡
本会員・⽩神会員・⽥原会員・當仲会員(⽋席)・吉
岡会員、以上 14 名 
◎さつき会  2012-13年度 直前会⻑ 後和信英会員 

先にご案内しておりますさ
つき会ですが、明⽇ 7 時、
あおい茶寮にて開催です。
9 名全員参加ということで
す。よろしくお願いします。 

 
 

クラブ奉仕委員会常任委員⻑    栗⼭ 久会員 
本年度のクラブ奉仕委員会常任委員⻑の栗⼭です。
私の担当の委員会は、出席プログラム、会報、親睦
活動委員会です。當仲委員⻑、北野委員⻑、松本委



員⻑は⽇ごろの活動が活発
な為、クラブ奉仕の委員⻑
へひっぱられたと思います。
かたや私は、不真⾯目なた
め、⽐較的あたりさわりの

ない所という事でこの役になりました。私にとって
はありがたい事です。私がこの役につきましたので
ゼッタイ今年は楽しくないはずがありません。⾯⽩
くない企画は、ボツにしますので各委員⻑は覚悟し
ておいて下さい。皆様期待しておいて下さい。⼜、
会報委員会は事務局に任せっきりではなく、⾃作出
来るようお願いしたいと思います。 
職業奉仕委員会常任委員⻑    ⻄出 隆⼀会員 

この度はじめて理事に任命
され、責任と重みを感じて
おります。理事の皆さんの
ご指導を仰ぎながら、クラ
ブの為にお役に⽴てるよう、

頑張りたいと思いますのでよろしくお願いいたしま
す。職業奉仕としましては、フォーラムを開催し、
職業を通じて新しい奉仕活動の開拓、そして実践出
来るよう提案したいと思います。また、企業訪問に
ついては、他の委員会との共催または、単独での企
画を考えて参りたいと思っております。 
皆様のご協⼒をお願い申し上げ、所信表明とさせて
いただきます。 
社会奉仕委員会常任委員⻑    中尾 ⼋朗会員 

社会奉仕委員会、⻘少年育
成委員会につきましては、
先のクラブ協議会で各委員
⻑が申し上げました通り、
アゼリアＲＣとして今まで

⾏った活動の中で、アゼリアらしく、継続した⽀援
活動を⾏うもの。⼜、新しい事業も考えた上で、従
来から⽀援していた事を⽀援される側に⽴った奉仕
活動が、どのように出来るのか等を検討致しました。
結果として社会奉仕に関しては、限られた予算で⽀
援出来る⾦額が少なくなっても、費⽤のかかる盲導
⽝育成事業への⽀援の継続。紀南⽔害復興への⽀援、
⼜、アゼリアバンドの予定や意向を伺った上での施
設等の慰問活動を計画しています。⻘少年育成に関
しては、地区の⻘少年育成プログラム（ライラ）が

開催されるか否か不透明であり、現在当クラブ独⾃
の事業を⾏う予定です。それは児童養護施設の⼦供
達を郊外の施設等を活⽤し、バーベキューやドッジ
ボール、ソフトボール⼤会、抽選⼤会等、会員が⼦
供達と⼀緒に遊ぶことを優先し、⼦供達の思い出作
りをすることにより少しでも健やかな成⻑の⼀助と
なる事業を展開する。 
広報委員会常任委員⻑      ⽥原サヨ⼦会員 

今年度の広報委員会では、
野村委員⻑、⿅嶋副委員⻑
と協⼒しながら、次の３点
に⼒を⼊れたいと思います。
①「ロータリーの友」につ

いて、毎⽉推薦記事を紹介すること。その時に、⽂
章も添付致します。②クラブの奉仕活動について、
各委員会や事務局と連絡を取り合いながら、積極的
にマスコミへ取材依頼を致します。また「ロータリ
ーの友」への投稿も積極的に致します。③クラブの
ホームページについて、会員の皆様に関⼼を持って
もらうために、ＣＰを使いながらの卓話を計画致し
ます。皆様どうぞよろしくお願い申し上げます。 
クラブ管理委員会常任委員⻑   井上 晴喜会員 

クラブ管理常任委員⻑の
井上です。クラブ管理部
門（ロータリー情報、会
員増強）は、クラブ組織
の中ではロータリーやア

ゼリアについて勉強し、個の⼒を向上させる為の部
門です。私⾃⾝、常任委員⻑であり、会⻑エレクト
でありますので、これを機会に初⼼に戻り勉強する
つもりで頑張りたいと思います。幸い、⼩委員会の
委員⻑お⼆⽅共、経験豊かで会⻑経験者でございま
すので、お⼒添え頂き、両委員会で協⼒し合い、よ
り良い情報提供、クラブ作り、会員への教育を⾏っ
ていければと思っております。また、直前幹事とし
て、安宅会⻑、岡本幹事のお役に⽴てればとも思い
ます。⼀年間よろしくお願いします。 
追伸：「我こそは次年度幹事」とご希望されるお⽅、
私までお申し出下さい(^^) 
会計              南⽅ 孝⼀会員 
会計の所信表明といわれても非常に困るのですが、
過去の会計の⼈の所信表明もぜんぜん印象がなく、
⾃⾝の会計の時の記憶もございません。特に会計は



佐武さんがきっちりされて
いるので、別に抱負もない
ですが、ただ会計は理事会
の⼀員ですので、理事会を
通じて安宅体制を少しでも

⽀えたいと思います。 
ＳＡＡ             ⽩神 修次会員 

ＳＡＡの仕事というのは決
まっていて、１２:３０から
１３:３０の間、例会時間を
いかに有効に使うかという
ことです。その中で、着席

位置をどの様にするとか、⾷事メニューをどうする
とかが⼊ってきます。皆さんの希望があれば取り⼊
れたいと思いますので、どんどん意⾒をお寄せくだ
さい。アバロームさんとも相談して進めて⾏きたい
と思います。また、例会プログラムについては、出
席・プログラム委員会が中⼼となって決めていくの
ですが、今から約１０年位前に、例会運営委員会が
出来ました。その時のＳＡＡも私でした。その例会
運営委員会もありますので、出席・プログラム委員
会、事務局と共にこれにあたりたいと思います。第
⼀は会員の皆さんに気持ちよく出席してもらえるこ
とです。スムーズな例会進⾏を⼼がけていきますの
で、よろしくお願いします。 
 

 
＊ニコニコ箱 
安宅 浩⼀会員 
各理事、役員の皆様、所信表明の通り、不⾔実⾏宜
しくお願いします。 
栗⼭ 久会員 
完全復帰しました。⼜よろしくお願いします。 
掛下 吉三会員 
梅⾬明けで暑いです。⼀週間遅れになりましたが、
今期安宅会⻑はじめ、岡本幹事、⽩神ＳＡＡ、⼀年
間宜しくお願い致します。 
野村 伸会員  
本⽇初めてロータリーの友の報告を致しました。雑
誌・広報・ＩＴ委員⻑⼀年間宜しくお願い致します。 
松本  博会員 
夏本番です。皆さん暑さには⼗分気をつけて下さい。 
坂部美智⼦会員 
先⽇はお誕⽣のお祝いありがとうございました。 

吉岡 惠美会員 
栗久さんお久しぶりです。元気になって良かったで
すね。⼟、⽇と⾼校卒業旅⾏以来、42 年ぶりに同
級⽣と還暦旅⾏に⾏ってきました。本当に楽しかっ
たです。 
本⽇合計額  23,000 円   今年度累計額  132,000 円  

＊ロータリー財団寄付 
野村 伸会員  坂部美智⼦会員  
本⽇合計額  5,500 円   今年度累計額  23,500 円   

＊⽶⼭奨学会寄付 
野村 伸会員  坂部美智⼦会員  
本⽇合計額  5,500 円   今年度累計額  23,500 円     

 
〜社会奉仕委員会より〜 
今回より、⽉に 1 回お願いする「ワンワン基⾦」
の募⾦額累計を掲載させて頂きます。皆様のより 
⼀層のご協⼒をお願い致します。 
 
＊ワンワン基⾦寄付 
本⽇合計額  13,200 円    今年度累計額  13,200 円      

 

●●●   市市市内内内ロロローーータタタリリリーーークククラララブブブ   例例例会会会情情情報報報                                          
ク ラ ブ 名 ⽇  時 内    容 

和 歌 ⼭ 北 7 ⽉ 22 ⽇(⽉) 臨時総会 
「前年度決算と本年度予算について」 

和 歌 ⼭ 7 ⽉ 23 ⽇(⽕) 「和歌⼭市の活性化について」 
和歌⼭市副市⻑ 河瀬 芳邦 さん 

和歌⼭東南 7 ⽉ 24 ⽇(⽔) 
12:30〜 

例会場変更→和歌浦東照宮 
⻄川秀紀宮司により東照宮の説明と⾒学 

和 歌 ⼭ ⻄ 7 ⽉ 24 ⽇(⽔) 例会⽇変更→25 ⽇ 第⼆冨⼠ホテル 18 時 
交換学⽣歓迎例会≪ご家族参加Ｄａｙ♪≫ 
スティファミリーからひとことメッセージ 

和 歌 ⼭ 東 7 ⽉ 25 ⽇(⽊) 卓話 駒井 則彦 名誉会員 

和歌⼭城南 7 ⽉ 25 ⽇(⽊) 例会場変更→ ⼀⼼ サマー例会 

和 歌 ⼭ 南 7 ⽉ 26 ⽇(⾦) 卓話「星林⾼校における⻘少年交換留学⽣
の取り組み」和歌⼭県⽴星林⾼等学校 
教諭 鈴⽊裕⼦様 2013－14 年度⻘少年
交換学⽣ 上辻あかりさん（星林⾼校） 

和 歌 ⼭ 中 7 ⽉ 26 ⽇(⾦) 卓話「断酒道場について」 
和歌⼭断酒道場 道場⻑ 上村 千賀志様 

◎サイン受付 
和 歌 ⼭ 北ＲＣ：7 ⽉ 29 ⽇（⽉）12:00〜12:30 

ルミエール華⽉殿 

和歌⼭東南ＲＣ：7 ⽉ 24 ⽇（⽔）12:00〜12:30 

ルミエール華⽉殿 

和 歌 ⼭ ⻄ＲＣ：7 ⽉ 24 ⽇（⽔）12:00〜12:30 

        ラヴィーナ和歌⼭ 

和歌⼭城南ＲＣ：7 ⽉ 25 ⽇（⽊）18:00〜18:30 

        ホテルアバローム紀の国 


