
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様、こんにちは。本日も足

元の悪い中、ご出席ありがと

うございます。 

去る 7 月 10 日（木）、今期初

めての市内 9 クラブ会長幹事

会に當仲幹事と出席してきました。理事会での報告

がまだですので簡単に説明させて頂きます。 

会長幹事会は和歌山市内の 9 ロータリークラブに

よる情報交換等が目的で、毎月一回行われています。

ここ数年は二ヶ月に一回となっております。当クラ

ブからは、前年度 IM のホストクラブとして、その

決算について報告してきました。また、今期も地区

の話題が多くなりそうな感じがいたしました。楽し

く、ロータリーらしい話題であればいいのですが、

残念ながらそうもいかないようで、少しさみしい気

が致します。 

 

 

先週お配りした週報ですが、

一部掲載ミスがございました。

前年度Ｒ財団・米山奨学会寄

付達成者の表彰は 28 日の例

会にて執り行います。失礼い

たしました。次に、先週もお伝えしております、8

月 2 日（土）の、貝塚コスモスＲＣ創立 20 周年記

念式典の参加費を事前に徴収させて頂きます。本日

受付にてお願い致します。会費は 5,000 円です。

交通手段等の案内文書をお入れしていますので事務

局までお返事の程お願いします。 

幹事報告       當仲 清孝 幹事 

会長報告       井上 晴喜 会長 
２０１4-１5 年度 

国際ロータリーのテーマ 

 

 

 

ＲＩ会長 ゲイリー C.K.ホｱン  

 

２０１4-１5 年度 

アゼリアＲＣのテーマ 
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≪ 本日の例会 7 月 28 日（月）≫ 

▼第 711 回例会 

 ☆内部卓話 「最近のネット犯罪について」 

安宅 浩一会員 

 ☆理事・役員所信表明 

 ☆前年度Ｒ財団･米山奨学会クラブ寄付達成者表彰 

☆前年度ニコニコ箱貢献者表彰 

≪ 次回の例会 8 月 2 日（土）≫ 

▼第 712 回例会 

 ☆貝塚コスモスＲＣ創立 20 周年記念式典 

  懇親会＆合同例会 

  場所：ホテル日航関西空港 1F「鶴の間」 

≪ 前回の例会記録 7 月 14 日（月）≫ 

▼第 710 例会 

○ロータリーソング  R-O-T-A-R-Y 

○ゲ ス ト 紹 介  社会福祉法人くじら福祉会 

理事長 白藤  令様 

○ビジター紹介  和歌山ＲＣ         垂井 一様 

○出 席 報 告 会員数 33 名（内出席免除 2 名） 

本日の出席      7 月 14 日 27/33 名 81.82％ 

前々回修正出席  6 月 23 日 27/33 名 81.82％ 

   メーキャップ   0 名 



 

第 16 期（2013-14 年度）の

会計報告をボックスにて配布

しております。前年度会計監

査の田邊会員より、7 月 8 日

(火）、事務局において 2013

～14 年度のクラブ会計の帳票類等の監査を行い、

収入、支出決算報告書は適正であると認められまし

たので、ご報告させて頂きます。 

お目通し頂き、何かご不明な点がございましたら前

年度幹事までご連絡下さい。 

 

 

◎社会奉仕委員会    吉岡 惠美 常任委員長 

先にご案内をしておりますが、

8 月 1 日（金）13 時から和歌

山県民文化会館小ホールでの、

くじら共同作業所グループホ

ーム建設基金支援チャリティ 

ー「稲むらの火」の人形劇開催にあたり、社会奉仕 

委員会と青少年育成委員会の合同で支援をさせて頂 

きます、社会福祉法人くじら福祉会理事長 白藤  

令様にお越し頂いております。 

当日は作業所の方たちが作ったパンや、クッキーな 

どの販売のお手伝いもさせて頂きたいと思います 

ので、皆様どうぞご協力の程、よろしくお願い致し 

ます。 

集合場所 和歌山県民文化会館 小ホール 

集合時間 11：30 

 

◎社会奉仕委員会      鹿嶋 克子 委員長 

昨年度に引き続き、今年度も第

2 週目の例会にて「ワンワン基

金」の募金箱をまわさせて頂き

ます。皆様ご協力の程よろしく

お願い致します。 

 

◎雑誌・広報・ＩＴ委員会   松本  博委員長 

「ロータリーの友」地区だより 7 月号紹介 

横組み記事 

ＲＩ会長メッセージ  

ＲＩ指定記事 

ロータリーに輝きを Ｐ7 

 ＲＩ会長 黄其光 

「2014－15 年度、私は皆さん一人ひとりに、皆

さん自身のロータリーのろうそくに明かりをともす

ようお願いします。一緒に『ロータリーに輝きを』

与えましょう」。黄ＲＩ会長は呼びかけます。「『ロ

ータリーに輝きを』は、今年度の私たちのテーマで

すが、単なるテーマではありません。それは、ロー

委員会報告 

前年度決算報告      岡本 嘉之 前幹事 



タリーにいる私たちがどのように世界を見、自分た

ちの役割を見いだすか、ということです。暗闇の 

中でただ座っているだけでよい人などいないと私た

ちは信じています。そうではなく、『ロータリーに

輝きを』に向かって 120 万人が一体となるのです。

これが私たちの目標であり、皆さん方への私の挑戦

です」 

新ＲＩ会長紹介 讚（ZAN）! 黄其光 Ｐ8-16 

ＲＩ指定記事 

ロータリーに輝きを 2014－15 年度国際ロータリ

ー（ＲＩ）のテーマ Ｐ17 

国際ロータリー（ＲＩ）世界本部公式訳文  

ＲＩ会長 黄其光 

新年度ＲＩのテーマに関して、黄其光会長の公式文

書です。ＲＩ会長メッセージ（Ｐ7）と合わせてお

読みください。 

2014－15 年度ＲＩ理事会メンバー紹介 Ｐ18-19 

ＲＩ指定記事 

理事会はＲＩ定款および細則に従って、ＲＩの業務

ならびに資金の監督と管理を行います。各理事の任

期は 2 年間で、今年度は 9 人の 2 年目の理事と 8 

人の 1 年目の理事とで構成されています。事務総

長には投票権はありませんが、理事会の指示監督下

に実務を執行し、ＲＩの最高管理役員として理事会

に出席、幹事役を務めます。 

エンドゲームに向かっての緊急提言 ポリオ・プラ

スの現況報告 P46-48 

「あと少し」なったポリオ撲滅ですが、ＷＨＯから

5 月に緊急事態宣言が出されました。それに関し

ての詳細な報告と現状について前ポリオ・ゾーン・

チャレンジ・コーディネーターの江崎柳節氏が紹介

しています。今、ロータリーは明らかに世界を動か

しています｡そして世界の子どもたちとの世紀の約

束を、今度こそ果たすイニシアチブリーダーとして

の責務を全うしようではありませんか」と、呼びか

けています。 

エバンストン便り 管理委員長の思い Ｐ52  

ＲＩ指定記事 

2014－15 度ロータリー財団管理委員長 ジョン・

ケニー財団管理委員長のメッセージです。ケニー管

理委員長の指針をご覧ください。 

縦組み記事 

茂山千五郎家とお豆腐主義 Ｐ4-8 

わがまち････そしてロータリー 京都府京都市 P9-

12 

西陣から発信する「伝統」の新しいかたち 

文・宮本 貢 写真・水村 孝 

ロータリアン個人に焦点を当てた「この人、この仕

事」に代わる、2013 年 10 月号からスタートした

今年度の新連載です。「わがまち」を通じてロータ

リーと地域のかかわりを紹介します。今回は京都府

京都市です。 

 

地区関連記事 

ガバナーの横顔 Ｐ32 辻 秀和ガバナー紹介 

俳壇 P23 

ロータリー・アット・ワーク  

Ｐ26 力士と園児のふれあい巡業 堺東南 RC 

Ｐ31 ポリオ撲滅キャンペーンメッセージ  

第 2640 地区 

掲示板  

横組み P53 

事務所住所変更 岸和田南 RC/大阪狭山 RC 

例会場・曜日・時間変更 岸和田南 RC 

クラブ名称変更 ワールド大阪ロータリーE クラブ 

 

「ロータリーの友」電子版のご案内 

本年１月から「ロータリーの友」電子版をテスト的

に配信スタート致しましたが、2014 年 7～12 月

号につきましても、従来通り皆様のご意見を拝聴し

ながら、電子版を育てていく所存でございます。 

「ロータリーの友」電子版の閲覧方法は、ロータリ



ーの友のホームページ www.rotary-no-tomo.jp 

にアクセスして、「ロータリーの友」電子版をクリ

ックして下さい。ID とパスワードが要求されます

が、ID とパスワードは、各クラブ事務所宛に書面

にてお送りいたしております。 

『ロータリーの友』にご投稿ください 

『ロータリーの友』では、会員の皆さまのご投稿を

お待ちしております。クラブや地区での活動、ロー

タリアン同士の交流に関する原稿や写真、ロータリ

ーに対するご意見など、下記をご参照の上、ロータ

リーの友事務所までお送りください。 

※活動の原稿や写真は、できるだけ早くお送りくだ

さい。時間が経過すると掲載できないことがありま

す。 

ロータリー俳壇・歌壇・柳壇 

・1 か月に 1 人はがき 1 枚に 3 句（首）まで。

作品の横 にクラブ名・お名前・電話番号を記入。 

バナー自慢 

・各クラブのバナーの紹介欄。クラブのバナーの現

物を 折り目がつかないようにお送りください。

原稿は、バナーの由来、図柄などの説明文を 50

～100 字以内。 

友愛の広場 

・エッセーや、海外ロータリークラブ訪問記、時局

雑感など。1,000 字以内。関連写真があれば添

付。 

ロータリー・アット・ワーク写真編 

・ロータリークラブ、インターアクト・ローターア

クトクラブなどの奉仕活動を写真で紹介。 

・写真と 150 字程度の説明文。記念写真（集合写

真）は、掲載できません。必ず活動日を入れてく

ださい。 

ロータリー・アット・ワーク文章編 

・ロータリークラブならびに地区の活動を紹介。

600 字以内。関連写真があれば添付。 

内外よろず案内 

・国内外の会員間の趣味の交換、催し物の案内など。

200 字以内。 

掲示板 

・新クラブ・仮クラブ、事務所住所変更、例会変更

など を掲載。各種変更は早めにお送りください。 

 

 

出席プログラム委員会   當仲 清孝 前委員長 

安宅年度 100％例会出席者の発表並びに、表彰、

記念品の贈呈。 

安宅会員・後和会員・井上会員・北野会員・岡本会

員・小形会員・白神会員・田原会員・吉岡会員 

以上 9 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブ奉仕委員会 松本 良二 常任委員長 

ロータリークラブの五大奉仕

部門の第一奉仕部門になるク

ラブ奉仕は、アゼリアＲＣの

対内的な奉仕としてクラブ内

を円滑に機能させるために、

また充実させるために出席プログラム、クラブ会報、

親睦活動の３委員会を持って奉仕活動を行ないます。 

まず初めに出席プログラムについて「ロータリーの

奉仕活動は例会出席が第一歩」と考え通常例会、夜

間例会、移動例会、合同例会を各々魅力あるものに

前年度例会 100％出席者表彰 

所信表明 



して、出席率の向上を図りたいと思います。 

メイクアップについても一定の期間内に３人１組ぐ

らいのグループで出かけて、アゼリアの協調性を示

したいと思います。 

また、内部卓話も積極的に行ない、卓話をしたこと

のない人にも無理強いすることなく気楽な気持ちで

卓話してもらい、個々を理解し合い融和を図りたい

と思います。 

ＲＩ会長の方針でもある「ロータリーデー」の実施

も何とか形のあるものにしたいと思います。 

次にクラブ会報ですが、週報の目的は、 

１．クラブへの関心を高める。２．例会内容を報告

する。３．情報の提供。４．次回の例会案内。５．

クラブの資料保存。６．会員投稿 

などがあると思います。以上の事を念頭に置き、週

報を皆さんにお届けします。 

ただ一つお願いしたいのは、卓話者の原稿や委員会

報告の原稿は、速やかに頂かないと製作に遅れを来

たしますので、くれぐれもよろしくお願いします。 

続いて親睦活動委員会については、基本的には会員

相互の親睦を深めるためのクラブ内での奉仕です。

例会場へ出席される会員やビジターやゲストの方を

気持ち良くお迎えして例会の始まりです。「平和の

ための笑顔ですよ」。また、新入会員さんを暖かく

迎え、おもてなしをしてサポートしましょう。 

お誕生日や賀寿のお祝いや年男年女のお祝いなど、

家族同様に皆さんで喜んでお祝いしましょう。 

親睦旅行や年末クリスマス家族会、夜間例会など会

員みんなが楽しく親睦を深めることがすばらしい結

束力を生み、次なる奉仕活動へと繋がって行くもの

と思います。ネタは出つくしていますが、創意工夫

を凝らします。 

 

職業奉仕委員会 北野 敏夫 常任委員長 

皆様、こんにちは。 

本年度職業奉仕理事に任命されました北野です。先

週、井上会長が所信表明で

「アゼリアロータリーは非

常に仲が良くて素晴らしい

クラブなのですが、あえて

苦言を呈すのなら、少し勉

強が足りないと思う」というような意味の言葉を話

されました。その言葉は全く私に当てはまり、とて

も耳の痛い話でした。 

入会してちょうど二年半になりますが、これからは

少しずつでもロータリーの事を学び自己研鑽に努め

たいと思います。それから、職業奉仕委員会の一つ

のイベントとして企業訪問がありますが、私が入会

してからの２回は親睦活動委員会との合同の行事と

なっております。 

本年度も合同なのか、あるいは単独開催、又は移動

例会になるのかまだ決定していませんが、会長、委

員会の皆さんと相談の上、いずれにしても楽しいイ

ベントになるように心がけていきたいと思いますの

で、一年間どうぞ宜しくお願い致します。 

 

社会奉仕委員会 吉岡 惠美 常任委員長 

井上会長の「汗を流す奉仕活

動を」との方針に従い、５月

から社会奉仕と青少年育成と

の合同委員会を３回開催しま

した。各委員長とも鹿島さん、

内藤さんと女性です。女性パワーを発揮して頑張っ

ていただけることと存じます。幸い、頼りがいのあ

る中尾さんが２部門の副委員長で、チャーターメン

バーの栗山さん、南方さんが後ろに控えていただい

ておりますので、心強い限りです。対外的な奉仕活

動はもちろん大切ですが、私は委員会を頻繁に開き、

交流を深め、それぞれのアイデアや新鮮な発想が引

き出され、それぞれがロータリーへの理解を深めて

いくこともロータリー活動として大切なことと常々

考えております。 



 ワンワン基金や旭学園への支援は継続事業として

進めることに決まりました。地域に根ざした活動と

しては、先週ご案内させていただきました８月 1

日（金）のくじら共同作業所さん主催の防災人形劇

「稲むらの火」への支援事業です。重複障害者が将

来寄り添って暮らせるグループホーム建設資金の為

のチャリティー事業です。そこに旭学園の小さな子

供たちを招待します。資金面も少し協賛させていた

だきますが、人的支援として受付、障害者の皆さん

の手作りクッキーの販売、旭学園の子供たちのお世

話、と大勢の協力が必要です。平日開催で恐縮です

が、皆様ご協力よろしくお願いいたします。 

あともう一つ、汗を流す奉仕活動を実施したいと考

えておりますが、内容は今後また委員会を開催し、

決定したいと考えております。何といっても社会奉

仕部門は皆様のご協力なくしては成り立ちません。

皆様ご協力、ご意見、よろしくお願いいたします。 

 

クラブ管理委員会 中村 善夫 会長エレクト 

クラブ管理委員会としての仕

事は、職業分類・会員選考及

びロータリー情報委員会と会

員増強委員会を掛け持つ委員

会であります。職業分類・会

員選考については、会員増強と密接に関連しており

ますので、新入会員の増強と新入会員の推薦がきた

場合には、会員選考の過程で迅速に会員皆様への通

知をし、入会手続きを進めることとなります。 

本年の増強については純増 3 名の増強を掲げてお

りますが、本年 5 月号の「ロータリーの友」39 頁

を見ていただきますと、2003～2013 年の 11 年間

で会員の減少率が１番高いのが日本でありまして 

―21％となっており、2 番がイギリス（－16％）、

3 番がアメリカ（－15％）となっております。 

簡単な話、どんなに頑張っても日本はロータリアン

が減っていくのが自然な状態なのではないでしょう

か。当クラブについて、僕が知っている限りでは１

番多い会員数は 2006 年 6 月 30 日現在の会員数

50 名ではないかと思います。そうすると現在の 33

名は減少率 34％となりましてずいぶんと減少率が

高いと思われます。ちなみに 21％だと 39.5 人と

なります。よって、増強も大事でありますが、皆さ

んでわいわいやってロータリーってなんなんだと考

え活動しながら、会員一人ひとりにとって楽しく有

益なクラブとして退会者を出さないことも大事なこ

とだと考えております。 

ちなみに、なぜ僕がロータリーを退会しないかと申

しますと、僕の仕事のなかでは、人前でこんな風に

喋る機会もありませんし、事務所の人数も 3 人で

すから組織運営をやる機会もありません。そのあた

りがおもしろいとも思えますし、ジャマクサイとも

感じております。しかし、今でもここでお話させて

いただいているのですから、当人にとっては面白い

方が勝っているのだと思っております。 

次にロータリー情報委員会につきましては、本年度

は定款及び細則等の変更はございませんので、3 年

未満の新入会員の方々はもちろん、会員皆様へのロ

ータリーの理解を深めていただくプログラムを実施

していくのが仕事であります。 

こちらにつきましては、ロータリー情報委員会の白

神委員長の活動計画にもありますが、1 月がロータ

リー理解推進月間でありますので、白神委員長、貴

志副委員長、坂部委員とも話し合いながら何か有意

義なフォーラムを考えたいと思います。僕個人とし

ては会員の減少はクラブ運営の資金及び人員の減少

と一緒でありますので、それと関連してクラブをど

ういう風に運営するのがいいのかを、みんなで考え

る場として提案できればと考えております。 

 

 

 

 



会  計 南方 孝一 会員 

2 年連続会計を務めさせてい

ただきます。理由は事務局の

隣にいるから印鑑を押しやす

いということみたいです。 

余談はさておき、前回も言っ

たように会計の所信表明と言われると非常に困るの

ですが佐武さんは会計をきっちりされていますし、

又、会長の井上さんも予算作成の段階から非常に細

部までチェックをされていますので心配はしており

ません。それより会計は理事の一員ですので、理事

会を通して支えていきたいと思います。 

 

Ｓ.Ａ.Ａ. 小形みちる 会員 

こんにちは。今期Ｓ.Ａ.Ａ.と

いう大役で身が引き締まる思

いで例会に出席出来る事を光

栄に思っています。今期の活

動方針は「例会を決められた

時間の中でスムーズに進行すると共に、会員同士が

等しく交流を深める為に楽しい内容と喜んでもらえ

る食事メニューを考え、ゲストビジターには居心地

の良い配慮に努める」という事を掲げました。 

一年間お忙しい中会員が集まる例会を少しずつ心に

余裕を持ちながら有意義な時間になるよう努力させ

ていただきますので、よろしくお願い致します。 

 

 

＊ニコニコ箱 

和歌山ＲＣ 垂井 一様 

井上さん、當仲さん、小形さん、1 年間頑張って！ 

井上 晴喜会員 

先週の初例会では、100％出席を達成させて頂き有

難うございました！ 

くじら福祉会 理事長白藤様、そして和歌山ＲＣ 垂

井会長様、本日はお忙しい中お越しくださりありが

とうございます。 

當仲 清孝会員 

くじら福祉会理事長白藤様、和歌山ＲＣ垂井会長様

本日はようこそお越し下さいました。ごゆっくりな

さって下さい。 

松本 良二会員 

タイガースは梅雨空を吹き飛ばす快進撃。なんと、

後半戦は首位ですよ。皆さんにはどうでもええこと

でしょうけどね。 

内藤 和起会員 

白藤さん、お久し振りです。グループホーム建設基

金支援チャリティー人形劇「稲むらの火」、微力乍

ら和歌山アゼリアＲＣの社会奉仕委員会と青少年育

成委員会の合同委員会でお手伝いさせて頂きます。

再開の御縁に不思議を感じます。 

小形みちる会員 

本日はくじら福祉会理事長白藤令様、和歌山ＲＣ垂

井様、ようこそお越し頂きました。白藤様、8 月 1

日（金）のチャリティーイベントの成功をお祈りい

たしております。 

本本日日合合計計額額    1144,,000000 円円  今今年年度度累累計計額額  115511,,000000 円円  

 

＊ロータリー財団 

本本日日合合計計額額            円円  今今年年度度累累計計額額  2255,,550000 円円  

 

＊米山奨学  

本本日日合合計計額額            円円  今今年年度度累累計計額額  2266,,550000 円円  

 

 

 

＊ワンワン基金寄付 

本本日日合合計計額額        99,,005599 円円    今今年年度度累累計計額額  99,,005599 円円    

 

 

 

 

 

 

 

Ｓ.Ａ.Ａ.報告  【3 つの箱】 



お 詫 び 
7 月 7 日、7 月 14 日週報の【Ｓ.Ａ.Ａ.報告】ニコ

ニコ箱のご紹介記事に掲載漏れがございました。大

変失礼いたしました。今回掲載させて頂きます。 

＊ニコニコ箱  

7 月 7 日掲載分 

藤田眞佐子会員 

安宅会長、他役員の皆様、有難うございました。新

人ですが、これからもよろしくお願い致します。 

7 月 14 日掲載分 

藤田眞佐子会員 

井上会長おめでとうございます。新体制役員の皆様、

一年間どうぞよろしくお願い申し上げます。何もわ

からない私ですが、よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●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 7月 28 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 29 日(火)  「わかやま市、明日への一歩」 

和歌山市長 大橋建一 さん 

和歌山東南 7月 30 日(水) 

12:30～ 

外部卓話 和歌山市民オペラ協会  

会長 多田佳世子様 

和 歌 山 西 7月 30 日(水) 交換学生ジョシーさんとスティファミリーをお

招きして リーダー 西溪国際奉仕委員長 

和 歌 山 東 7月 31 日(木) 辻 秀和 ガバナー公式訪問 

和歌山城南 7月 31 日(木) 休会 

和 歌 山 南 8月 1 日(金) 卓話「ベンチャースピリッツを持ち続ける」 

村上 恒夫 会員 

和 歌 山 中 8月 3 日(日) 8/1 の例会を変更 納涼家族会 

場所：マリーナ「黒潮市場」 

時間：午後 6 時 30 分～ 

 

◎サイン受付 

和 歌 山 中ＲＣ：8 月  1 日（金） 

8 月  8 日（金）18:30～19:00 

                中ＲＣ事務所１Ｆ入口 

 

和 歌 山 西ＲＣ：8 月 27 日（水）12:00～12:30 

ラヴィーナ和歌山 

 

和 歌 山 東ＲＣ：8 月 28 日（木）12:00～12:30 

ルミエール華月殿 

 

◎休   会 

和歌山城南ＲＣ：7 月 31 日（木） 

和 歌 山ＲＣ：8 月 12 日（火） 

和 歌 山 西ＲＣ：8 月 13 日（水） 

和歌山城南ＲＣ：8 月 14 日（木） 

和 歌 山 東ＲＣ：8 月 14 日（木） 

和 歌 山 南ＲＣ：8 月 15 日（金） 

和 歌 山 中ＲＣ：8 月 15 日（金） 

和 歌 山 北ＲＣ：8 月 18 日（月） 

 


