
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは。本⽇は次々年度

会⻑（会⻑ノミニー）および

次年度理事指名について、当

クラブ定款細則第３条第１節

に基づき、次々年度会⻑（会⻑ノミニー）及び次年

度理事について指名準備に⼊ります。本⽇１０⽉２

８⽇より１１⽉４⽇までの間、⽴候補を受付いたし

ます。⽴候補される⽅はお申し出下さい。また、こ

の期間中に⽴候補者がいない場合、第３条第５節に

基づき、次年度会⻑の井上エレクトより指名委員会

を設け、指名作業に⼊ります。なお、１２⽉２⽇開

催の年次総会に於いて会員の皆様に審議していただ

きますので、宜しくお願い致します。 

次に２６、２７⽇開催の地区⼤会に⾏ってきました。

内容は省略しますので宜しくお願い致します。 

 

 

⾙塚コスモスＲＣとの合同

例会のお返事がまだの⽅は

本⽇中にお願いします。 

また、先週の例会でもご案

内しましたが、11 ⽉ 2 ⽇（⼟）14：00〜和歌⼭県

⽴近代美術館におきまして、和歌⼭南ＲＣ主催によ

る「秋の憩いコンサート」が開催されます。テーブ

ルの上にパンフレットが置いてありますので、皆さ

んぜひ⾜をお運び下さい。 

 

 

◎⽶⼭カウンセラー       中村 善夫会員 

⽶⼭奨学⽣チョ・チョンミンさんへ 10 ⽉分奨学⾦

の受け渡し。 

 

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 

≪ 次回の例会  11 ⽉ 18 ⽇（⽉）≫ 
▼第 682 回例会   夜間例会 
 ☆⾙塚コスモスロータリークラブとの合同例会 
  〜アゼリアバンド演奏〜 
  場所 ホテルアバローム紀の国２Ｆ鳳凰の間 
  時間 18:30〜20:30 
 

≪ 前回の例会記録 10 ⽉ 28 ⽇（⽉）≫ 
▼第 680 回例会 

○ロータリーソング     紅葉 
○ゲ ス ト 紹 介   ⽶⼭奨学⽣チョ・チョンミンさん 

 ○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       10 ⽉ 28 ⽇ 31/34 名  91.18％ 
前々回修正出席   10 ⽉ 7 ⽇ 25/34 名 73.53％ 

   メーキャップ    1 名 
 

≪ 本⽇の例会  11 ⽉ 11 ⽇（⽉）≫ 
▼第 681 回例会    
 ☆誕⽣会 
 ☆外部卓話    
  「トップに求められる⼈への働きかけと能⼒」 
           ㈱ニューロード 代表 北川祐⼦ 様 
 

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 

 

VOL.16 No.14  TOTAL 663 2013 年 11 ⽉ 11 ⽇ 第 681 回例会 
[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 



 

 

 

 

 

 

◎⻘少年育成委員会       吉岡 惠美会員 

１１⽉１７⽇（⽇）の旭学

園の⼦供たちとの交流会に

おける、役割分担・タイム

スケジュール・予算・ドッ

ヂボールとパークゴルフのメンバー表についてご説

明します。（別紙）これらはすべて（案）ですので、

より良い案ならびにご異議のある⽅はどしどし私の

⽅まで声掛けいただければ幸いです。 

バーベキューにつきましては⼤阪の「バーベ急便」

という業者さんにお願いしましたので、前⽇の⾷材

準備や当⽇の炭おこしは任せられます。 

当クラブ会員も含め全員に名札をつけてもらい、お

互いに○○さん、△△ちゃんと呼び合って親睦を深

めたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

 

◎職業奉仕委員会        ⼩形みちる会員 

今⽉の職業奉仕⽉間に伴い

まして、フォーラムを開催

させて頂きます。各テーブ

ルごとのリーダーさん進⾏

のもと、「職業奉仕について」話し合ってください。

また、記録係の⽅は集めたご意⾒をまとめて、事務

局までご提出下さい。ご意⾒は、週報掲載にて報告

とさせていただきます。 

テーマ 

①あなたの職業を通じて、実践可能な奉仕活動はど

のようなことがあると思いますか？ 

②現在または過去に職業を通じて実践された奉仕活

動はありますか？ 

③その他 

~~  本本⽇⽇ののフフォォーーララムムののままととめめ  〜〜  

Ａグループ 

リーダー：安宅 

書  記：中村 

松本良・掛下・當仲 

松本博・曺禎敏さん 

①について 

・お客様に対し、誠意を持って対応する。 

・建築、障害者家族のつながり⽂化祭への奉仕。 

・施設の⽅などを呼んで、⽣演奏を楽しんでもらう。 

・思うようにいかない。 

・職業上、奉仕のしやすい職業としにくい職業があ

る。 

・営業職に関して、お客様が開催しているボランテ

ィア活動への参加。 

②について 

・業界内での活動についての奉仕。 

・⾃治会への奉仕。 

・チャリティコンサートを通じての募⾦活動（震

災）。 

・⾳楽活動を通じての奉仕。 

③について 

・職業以外でも⽣活全体を通じての奉仕（⾃治会、

⻘年団、業界内での活動）。 

・奉仕することがかえって奉仕されることになる。

もちつもたれつ。 

 

Ｂグループ 

リーダー：⻄出 

書記  ：野村 

後和・吉岡・北野・井上 

⼭⽥・⽩神 

①について 

・酒を通じてお客様を幸せにする。 

・⾊々な情報を集約してお客様の相談に乗る。 

・途中で目が不⾃由になった⽅のためにＳＰコード

(⽂字情報を内包した⼆次元コードの⼀種で、専

⽤の読取装置をあてると⾳声で⽂字情報を聴くこ



とができる。）等を添付。また、出来るだけ⽂字

が⾒やすいように考えて印刷する。 

・何もない所に興⾏施設を建設することによって地

域に貢献。 

・宗教上等の事で、特別な知識を提供。 

②について 

・よい品物を提供し、本来の⽇本⾷の普及になれば。 

・中学⽣のインターシップの受け⼊れと、それに先

駆けてマナー研修（挨拶や⾝だしなみ）を各学校

に無償で出向いている。 

 

Ｃグループ 

リーダー：⼩形 

書  記：中尾 

⼩門・⿅嶋・北畑・森 

⼤野・栗⼭・藤⽥ 

①について   

・育児のお⼿伝いと、親への時間的余裕の想像。 

・会社経営としての、経営者としての考え⽅や従業

員への思い。 

・家族や本⼈のケアを考えた、社会的責任を担った

奉仕を⼼掛ける。 

・⽔周りの緊急⽀援を通じた奉仕。 

・⾼齢化社会での社会的インフラの⼀端を担ってい

ると思った経営⽅針。 

・学⽣服を中⼼に社会的に求められている要望に対

し、誠実に商品を提供する。 

②について 

・保育園の経営を通じて、0 歳〜⼩学校⼊学前の児

童をお預かりし、⼦供の成⻑へ繋がる様な指導を

⼼掛けている。⼜、親への育児のお⼿伝いと、時

間的余裕を提供。 

・税理⼠として顧問先の会社経営者への助⾔として

会社を存続させる重要性と経営として従業員の

⼈々の仕事の確保と、企業として利益の⼀部を内

部留保する事が将来への保険となり、従業員の仕

事の安定にも繋がり、社会的責任として税の納税

も可能に。 

・介護の必要な⽅々を施設内でお預かりしたり、訪

問による介護を含め、家族の⼈達に代わり本⼈の

ケアを出来るだけ満⾜してもらうよう⼼掛けたサ

ービスをしている。 

・事業そのものの考え⽅として、社会的インフラの

⼀端を担っていると強く意識しサービスしている。 

・正しい学⽣福の着⽅を指導したり、学校や事業所、

職場に貢献する事を⼼掛ける。 

 

Ｄグループ 

リーダー：岡本 

書  記：内藤 

川野・澤本・⽥原 

南⽅ 

①について 

・仕事に従事している事そのものが奉仕と思う。 

・その事に加え、Ⅰ真実かどうか、Ⅱみんなに公平

か、Ⅲ⾏為と友情を深めるか、Ⅳみんなのために

なるかどうか という〈四つのテスト〉を基に、

お客様に対して誠実である事を考えている。 

②について 

・国、県、市の指導の下、夜店園の開放等、地域活

性化で奉仕している。 

・学校を辞めた⽣徒の復帰、⼈⽣を歩む指導をして

いる。 

・雇⽤の機会を増やし、若者には仕事に対する⼼構

えを理解してもらえる様に務めている。 

・仕事に精進し納税できるように努⼒している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

＊ニコニコ箱 

岡本 嘉之会員 

⽶⼭奨学⽣のチョ・チョンミンさん、⽉⼀回の例会

出席ご苦労様です。 

⿅嶋 克⼦会員 

京都親睦旅⾏楽しみにしていたのですが、急⽤のた

め⽋席になりました。申し訳ございません。 

中村 善夫会員 

この頃、よく⽋席しておりすみません。 

野村 伸会員 

京都の親睦旅⾏に参加できなくてすみません。⼜、

⻘少年育成事業（旭学園との交流会）にも参加でき

なくてすみません。 

⼩形みちる会員 

本⽇は職業奉仕⽉間のフォーラムです。皆様のご意

⾒をよろしくお願い致します。  

森  隆紀会員 

弱かったチームが強くなるのは気分がいいです。楽

天ガンバレ。 

⻄出 隆⼀会員 

本⽇の職業奉仕についてのフォーラム、皆様よろし

くお願い致します。 

澤本 栄⼦会員 

家事所⽤の為、10 ⽉⽋席が多く、今回初めて出席

させて頂きました。がんばります。よろしく。 

 

本⽇合計額 24,000 円   今年度累計額  396,908 円     

 

＊ロータリー財団寄付 

澤本 栄⼦会員 ⻄出 隆⼀会員 野村 伸会員 

本⽇合計額   7,000 円   今年度累計額   80,000 円     

 

＊⽶⼭奨学会寄付  

澤本 栄⼦会員 ⻄出 隆⼀会員 野村 伸会員 

岡本 嘉之会員 

本⽇合計額  8,000 円   今年度累計額   75,000 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 11 ⽉ 11 ⽇(⽉) 
クラブフォーラム「R 財団⽉間にちなん

で」 ロータリー財団委員会 

和 歌 ⼭ 11 ⽉ 12 ⽇(⽕) 

外部卓話「エネルギーを知る、考える、

⾏動する」⼤阪ガス（株）エネルギー・

⽂化研究所 所⻑ ⽊全吉彦 さん 

和歌⼭東南 
11 ⽉ 13 ⽇(⽔) 

例会開始 18:30 

外部卓話「牟婁病（紀州の奇病）の今昔  

ー⾼齢化と医療の限界ー」 

和歌⼭中ＲＣ パスト会⻑ ⼋瀬善郎様        

和 歌 ⼭ ⻄ 11 ⽉ 13 ⽇(⽔) 

ロータリー財団⽉間にちなんで② 

和歌⼭⼤学留学⽣のための「卒業記念ア

ルバム」作りについて 

地区ロータリー財団委員⻑ ⼤森 豊様 

リーダー ⻄溪光照 国際奉仕委員⻑ 

〜和歌⼭⼤学編集担当留学⽣の⽅々をお

招きして〜 

和 歌 ⼭ 東 11 ⽉ 14 ⽇(⽊) 

卓話「和歌⼭県初のプロバスケットボー

ルチーム『和歌⼭トライアンズ』につい

て」和歌⼭トライアンズ㈱ 

代表取締役社⻑ 古川 靖章さん 

和歌⼭城南 11 ⽉ 14 ⽇(⽊) 

→15 ⽇（⽊）に例会⽇を変更 

和歌⼭南ＲＣと合同例会 

於；ダイワロイネットホテル和歌⼭ 

和 歌 ⼭ 南 11 ⽉ 15 ⽇(⾦) 

例会時間変更→18：30〜 

和歌⼭城南ＲＣとの合同夜間例会 

於；ダイワロイネットホテル和歌⼭ 

和 歌 ⼭ 中 11 ⽉ 15 ⽇(⾦) クラブフォーラム Ｒ財団委員会 

 

◎サイン受付 
和歌⼭城南ＲＣ：11 ⽉ 14 ⽇（⽔）18:00〜18:30  

11 ⽉ 28 ⽇（⽊）18:00〜18:30  
ホテルアバローム紀の国 

和 歌 ⼭ 南ＲＣ：11 ⽉ 15 ⽇（⽊）12:00〜12:30 
        ダイワロイネットホテル 
和 歌 ⼭ 北ＲＣ：11 ⽉ 25 ⽇（⽉）12:00〜12:30 
        ルミエール華⽉殿 
和 歌 ⼭ ⻄ＲＣ：11 ⽉ 27 ⽇（⽔）12:00〜12:30 
        ラヴィーナ和歌⼭ 
 
 


