
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは。本⽇はガバナー
訪問ということで、久保ガバ
ナーならびに主井ガバナー補
佐にお越しいただきました。
今⽇は宜しくお願い致します。

それに今⽇からご⼊会くださった藤⽥様、本当に有
難う御座います。⼀⽇も早くすばらしいロータリア
ンになって下さい。そろそろ夏も本番を迎え、お祭
りが盛んな時期になってきました。先⽇、私の地元
地区でも、えべっさんで親しまれている「東の宮神
社」の夏祭りがありました。⼩さいお祭りですが、
毎年７⽉２３⽇恒例のお祭りです。私も地区役員を
している関係で参加してきました。地域の⼦供達が
お神輿を引っ張って神社まで歩いて⾏くのですが、
付添うなか、ふとお神輿の起源が気になり、その後
⾃分なりに調べてみました。諸説はありますが、
「神輿は、狩猟と採集による移住を繰り返した時代
に⾏われた、収穫祭の祭壇が起源で、農耕が始まり、
⼈々が定住するようになると、居所としての神社が
誕⽣し、神の乗り物として神輿が継承され現在のよ
うな形になった」とありました。地元の恒例のお祭
りも、このような歴史を経て受け継がれてきたこと
を知ると、感慨⼀⼊となりました。皆さんも⾊々な
所に出かけられ、多種多様なお祭りを体験されてみ
てはいかがでしょうか？ 
 

 
ＲＩ第 2640 地区久保ガバナ
ー様、主井ガバナー補佐様、
本⽇はようこそお越し下さい
ました。ご指導の程よろしく
お願い致します。また、本⽇

よりあおぞらケアセンターの藤⽥さんがご⼊会下さ
いました。宜しくお願い致します。本⽇のボックス
にピンクの封筒をお⼊れしています。今年度上期会
費を納⼊いただいている⽅に会員証と、新⼊会員内

 

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 8 ⽉ 19 ⽇（⽉）≫ 
▼第 673 回例会    (夜間例会) 

 ☆新⼊会員歓迎会 

  場所 アバローム紀の国 11F ツインバード 
  時間 18:30〜20:30 
 

≪ 次回の例会 8 ⽉ 26 ⽇（⽉）≫ 
▼第 674 回例会   
  

☆会員増強フォーラム 
   

≪ 前回の例会記録 8 ⽉ 5 ⽇（⽉）≫ 
▼第 672 回例会 
 ○ロータリーソング     奉仕の理想 
 ○ゲ ス ト 紹 介    RI 第2640地区ガバナー 久保治雄様 
              ガバナー補佐 主井知⼦様 

○ビジター紹介      
 ○出 席 報 告    会員数 34 名（内出席免除２名） 

本⽇の出席       ８⽉ 5 ⽇ 27/34 名 81.81％ 
前々回修正出席   ７⽉ 22 ⽇ 30/33 名 90.90％ 

   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.6  TOTAL 655 2013 年 8 ⽉ 19 ⽇ 第 673 回例会 



藤さん、森さんの会員名簿のシールが⼊っています
のでお⼿持ちの会員名簿に加えてください。また、
来週は例会が休会のため、本⽇「ワンワン基⾦」の
ご協⼒をお願いします。そして、８⽉１９⽇は新⼊
会員歓迎会の夜間例会です。場所はアバローム１１
階のツインバードです。お間違えのない様にお越し
下さい。「ガバナー⽉信８⽉号」「ロータリー⽇韓親
善会議のご案内」を回覧します。事務局のお盆休み
は 8 ⽉ 13〜15 ⽇です。 
 

 
◎新⼊会員の紹介        ⽥原サヨ⼦会員 

藤⽥さんとは商⼯会で存じ上
げており、かねてからアゼリ
アへの⼊会をアピールしてお
りました。ある⽇、川野会員
と 2 ⼈でご⾃宅におじゃまし、

正式にお誘いしました。とても明るい⽅なので、き
っとアゼリアでも良い会員さんになって頂けること
と思います。末永くよろしくお願い致します。 
新⼊会員            藤⽥眞佐⼦さん 

皆さんこんにちは。⼿平で介
護のお仕事をさせていただい
ておりま す。朝 から晩 まで
365 ⽇休みなく働いています。
川野さんと、⽥原さんにお誘

い頂き、この度⼊会させて頂きました。これからご
指導を賜りながら頑張りたいと思います。どうぞ宜
しくお願い致します。 
 

 
◎職業分類会員選考Ｒ情報委員会 井上 晴喜会員 

オリエンテーション顧問通知
及び委嘱状の授与。7 ⽉に⼊
会された新⼊会員、内藤和起
さんのオリエンテーション顧
問委嘱を吉岡惠美会員に依頼

します。⼀年間よろしくお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 

 
◎職業奉仕委員会        ⼩形みちる会員 

今年度の職業奉仕委員会の企業
⾒学を計画するにあたり、会員
皆様からアンケートを頂戴した
結果、殆どの⽅が委員会にお任
せするでしたが、少数の会員の

⽅より、貴重なご意⾒も頂いておりますので、なる
べく添えるように決めさせて頂きます。今後とも御
協⼒宜しくお願い致します。 
 

 
8 ⽉のお誕⽣おめでとうございます。 
8 ⽉  5 ⽇⽣まれ 栗⼭  久会員 
8 ⽉ 8 ⽇⽣まれ ⿅嶋 克⼦会員 
8 ⽉ 13 ⽇⽣まれ 内藤 和起会員 
8 ⽉ 17 ⽇⽣まれ 藤⽥眞佐⼦会員 
8 ⽉ 21 ⽇⽣まれ ⼭⽥  茂会員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
◎ＲＩ第 2640 地区ガバナー   久保 治雄 様 

先ずは、⾃⼰紹介から始めさ
せていただきます。 
⽒名：久保治雄 住所：⼤阪
府岸和⽥ 市在住  所属 クラ
ブ：泉州 KUMATORI ロータ

リーE クラブ 出⽣：1943 年東京⽣まれ  
職業：調剤薬局経営、留学アドバイザー  
家族：妻 妙 ⼦供 娘２⼈ 孫４⼈ 
国際ロータリー（Ｒｏｔａｒｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔ
ｉｏｎａｌ）とは、 
国際ロータリー（RI）は全世界のロータリー・クラ
ブの連合体である。ロータリーという⾔葉をそれだ
けで使う場合、通常、国際ロータリーとしての組織
全体を指す。RI の目的は次の通りである。 
1） ロータリーの綱領を推進するようなプログラ
ムや活動を追求している RI 加盟クラブと RI 地区
を⽀援すること 



2） 全世界にわたって、ロータリーを奨励し、助
⻑し、拡⼤し、管理すること 
3） RI の活動を調整し、全般的にこれを指導する
こと 
中核となる価値観（Core Values）とは、 
奉仕■親睦■多様性■⾼潔性■リーダーシップの五
つです。RI 理事会は、次の⽅法によって RI の業務
を指⽰・管理をしています。 
ＲＩ理事会（Board of Directors） 
（1）RI の定款と細則に従って組織の⽅針を定める
こと 
（2）事務総⻑による⽅針実施を評価すること、 
（3）RI 定款、RI 細則は、1986 年イリノイ州非営
利私財団法、およびその後の改正によって与えられ
た権限を⾏使すること。要するに、私たちの定款。
細則は、アメリカの州法に基づいています。 
(The District）地 区について 
地区とは、管理の便宜上結びつけられた、⼀定の地
理的な地域内にあるロータリー・クラブのグループ
である。ロータリー地区の活動ならびにその組織は、
個々のロータリー・クラブがロータリーの綱領を推
進するのを助けることを唯⼀の目的とするものであ
り、ロータリー・クラブや個々のロータリアンが提
供する奉仕を減殺することがあってはならないと規
定されています。 
ガバナー（GOVERNOR）について 
ガバナーは RI 理事会の⼀般的な指揮、監督の下に
職務を⾏う、その地区における RI の役員である。
ガバナーは地区内のクラブに対する指導と監督を⾏
うことで、ロータリーの綱領を推進する任務を課せ
られている。ガバナーは、地区内のクラブを啓発し、
意欲を与え、地区内の継続性を確保するものとする。 
The Rotary Club ロータリークラブは定款及び細
則の承認を⾏っています。ＲＩ加盟認証状を与えら
れ、これを受理したクラブは、すべて、それによっ
てＲＩの定款と細則ならびにその改正規定を受諾し、
承認し、法律に反しない限り、万事これによって拘
束され、それらの規定を忠実に遵守することを承諾
するものとなっています。 
奉仕部門（Avenue of Service）について 
ロータリーの奉仕部門は全ロータリー・クラブの活
動の指針となります。 
1) 奉仕の第⼀部門であるクラブ奉仕 
2) 奉仕の第⼆部門である職業奉仕 
3) 奉仕の第三部門である社会奉仕 
4) 奉仕の第四部門である国際奉仕 
5) 奉仕の第五部門である⻘少年奉仕 
奉仕の第五部門であった新世代奉仕は、規定審議会
で⻘少年奉仕に変更されました。 
ロータリー・クラブと他団体 Rotary Clubs and 
Other Organizations について。 

クラブは、いかなる他団体にも加⼊すべきではなく、
また、他団体の会員としての義務を負うべきでもな
い。クラブは、その会員を他団体に束縛したり、RI
の枠外で正式なクラブの連合体を設⽴する権限はな
い。 
ロータリアンの非公式な会合について。 
ロータリアンの非公式な会合は、 
クラブあるいは地区の公式会合とはならない。 
従って、非公式会合の出席者によるいかなる決議も、
クラブあるいは、地区の意⾒の表明であると理事会
がみなすことはない。 
2013-2014 年度 RI ⽅針 
ポリオ撲滅 
残るポリオ常在国は、アフガニスタン・ナイジェリ
ア・パキスタン の 3 国です。 
他の国においてもウイルス流⼊の危険があり、全地
域での予防接種継続の必要性があります。今年度こ
そ皆様のご協⼒でＥＮＤ ＰＯＬＩＯ を実現しま
しょう。 
ロータリー財団⽀援と未来の夢計画の実践 
ロータリー財団補助⾦ 
・地区補助⾦ ・グローバル補助⾦・パッケージグ
ラント 
グローバル補助⾦は⻑期的持続可能な教育的・⼈道
的・⼤規模な複合的プロジェクトに対して資⾦提供
６分野に限定１．平和と紛争予防/紛争解決２．疾
病予防と治療３．⽔と衛⽣４．⺟⼦の健康５．基本
的教育と識字率向上６．経済と地域社会の発展とな
っています。 
2013－14年度 地区⽅針 相互扶助 〜mutual aid〜 
世界政治の混乱、経済の先⾏き不安、今こそ、メン
バーと家族、共に働く仲間と地域社会に⽣きる⼈々
との共⽣共助こそロータリーイズムの原点であるこ
とを確認する。 
RI ⽅針の実践 
・ポリオ撲滅・フューチャービジョンの実践 
・会員増強・時代の変化に対応する柔軟性 
ＩＭを廃⽌しました（旧組は存続しても構わないが
許可と報告が必要です。） 
ＩＭの歴史的背景 
1950 年の⼿続要覧に国際ロータリー常設プログラ
ムとして掲載（資⾦援助あり）主催は分区代理 
1969 年ＲＩが資⾦⽀援を打ち切る。開催はＤＧ裁
量となる・ＩＧＦとも呼ばれる 
1997 年ＤＬＰの採⽤ 
1998 年⼿続要覧からＩＭと分区代理の⽂字が消え
た。 
2002 年ガバナー補佐制度スタート 
本当に必要なものの為に奉仕を実践してほしい。 
終わりに 
IN GOD WE TRUST 我々は神を信ずる。この⾔葉



はアメリカのドル紙幣に印刷されています。移⺠国
家アメリカのポリシーです。ロータリーは、この国
アメリカで 108 年前に誕⽣いたしました。IN 
ROTARY WE TRUST 我々もロータリーを信じたい
と思います。それでこそロータリーです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
＊ニコニコ箱 
安宅 浩⼀員 
ＲＩ第 2640 地区久保ガバナー様、主井ガバナー補
佐様、ようこそお越し下さいました。本⽇はどうぞ
よろしくお願い致します。 
岡本 嘉之会員 
ＲＩ第 2640 地区久保ガバナー様、主井ガバナー補
佐様、本⽇は暑い中お越し頂きまして有難うござい
ます。ご指導の程宜しくお願い致します。 
藤⽥眞佐⼦会員 
本⽇よりクラブのメンバーとしてお世話になります。
今⽉ 8 ⽉お誕⽣⽉です。年だけ増えて中⾝ももっ
と増えたいです。これからも宜しくお願い致します。 
井上 晴喜会員 
久保ガバナー、主井ガバナー補佐、本⽇はお忙しい
中有難うございます。ご指導の程宜しくお願い致し
ます。 
⿅嶋 克⼦会員 
誕⽣⽇のお祝をして頂けるそうで有難うございます。 
栗⼭ 久会員 
昭和 26 年 8 ⽉ 5 ⽇⽣、62 歳 栗⼭です。つい先
程⼤病を患い⼤変でした。死ぬまで⼀⽣懸命頑張り
ます。 
松本 良⼆会員 
久保ガバナーようこそ、アゼリアの花園へいらっし
ゃいませ。私は常々「四つのテスト」これ即ち博愛、
慈愛の⼼だと信じ実践しています。な〜んちゃっ
て!  本当はできてまへん。タイガース勝ったので
ご機嫌な平和主義者です。 

内藤 和起会員 
⼊会させて頂き、すぐにお誕⽣⽉です。お祝い有難
うございます(#^.^#)。59 歳の年も「楽しかっ
た」と⾔える様にガンバリマス!! 
中尾 ⼋朗会員 
⼀段と暑さが厳しくなり、皆様とともに体調管理に
は⼗分気をつけましょう。 
⻄出 隆⼀会員 
久保ガバナー、主井ガバナー補佐、ようこそお出で
下さいました。ご指導の程宜しくお願い致します。 
澤本 栄⼦会員 
早朝の蝉の声に、今⽇も⼜頑張ろうと⼼を引き締め
る昨今です。 
⼭⽥  茂会員 
誕⽣⽇のお祝有難うございます。56 歳になります。 
本⽇合計額  63,000 円  今年度累計額  211,908 円    

＊ロータリー財団寄付 
安宅 浩⼀会員 中尾 ⼋朗会員 岡本 嘉之会員 
澤本 栄⼦会員 藤⽥眞佐⼦会員 
本⽇合計額 11,000 円   今年度累計額   34,500 円   

＊⽶⼭奨学会寄付 
安宅 浩⼀会員 中尾 ⼋朗会員 岡本 嘉之会員 
澤本 栄⼦会員 藤⽥眞佐⼦会員 
本⽇合計額 10,000 円   今年度累計額   33,500 円         

 
 
＊ワンワン基⾦寄付 
本⽇合計額  14,576 円   今年度累計額   27,776 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 8 ⽉ 19 ⽇(⽉) 会員卓話「⾃⼰紹介」 下原聖治会員 

和 歌 ⼭ 8 ⽉ 20 ⽇(⽕) 「会員増強⽉間フォーラム」 
クラブ奉仕 A 理事 野井会員 

和歌⼭東南 8 ⽉ 21 ⽇(⽔) 
12:30〜 

クラブフォーラム 
会員増強（職業分類･選考担当）委員会 

和 歌 ⼭ ⻄ 8 ⽉ 21 ⽇(⽔) 決算・予算案審議  
会計ʻ12-13 中井秀⾏、’13-14 湯川紘司 

和 歌 ⼭ 東 8 ⽉ 22 ⽇(⽊) 卓話 主井知⼦ガバナー補佐 

和歌⼭城南 8 ⽉ 22 ⽇(⽊) 外部卓話「シェールガスで変わる⽇本のエ
ネルギー事情」⼤阪ガス株式会社 エネル
ギー技術部 技術顧問 久⽶ ⾠雄 様 

和 歌 ⼭ 南 8 ⽉ 23 ⽇(⾦) 第 1 回Ｉ.Ｄ.Ｍ.発表  

和 歌 ⼭ 中 8 ⽉ 23 ⽇(⾦) 卓話「和歌⼭憲法研究会〜発⾜から今⽇ま
での歩み〜」和歌⼭憲法研究会 会⻑  
紀 俊崇 様（⽇前國懸神宮・禰宜） 

◎サイン受付 
和 歌 ⼭ ⻄ＲＣ：8 ⽉ 28 ⽇（⽔）12:00〜12:30         
        9 ⽉ 18 ⽇（⽔）12:00〜12:30 
        ラヴィーナ和歌⼭ 


