
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先日より随分暑くなってきまし

たが、皆様体調お変わりござい

ませんでしょうか。 

さて、昨日の紀の川河川敷清掃

活動にご参加頂きました皆様、

日曜日早朝にもかかわらずご参加頂き、ありがとう

ございました。また、社会奉仕委員長の鹿嶋会員よ

り冷たいジュース、事務局佐武さんより凍ったおし

ぼりの差し入れがございました。大変嬉しい心配り、

本当にありがとうございました。 

続きまして、1 月より行ってきました予定者会議、

先日の理事会で決定した事を数点ご報告させて頂き

ます。 

①今年度はクラブ行事、奉仕活動、地区行事はメイ

キャップ扱いとさせて頂きます。また今週土曜日

の貝塚コスモス RC さんの創立 20 周年記念式典

は合同例会を兼ねておりますので、例会扱いです。

不参加の方はメイキャップをよろしくお願いしま

す。 

②今年度、青少年交換留学生、米山奨学生の受け入

れは行いません。 

③9 月 22 日例会はガバナー公式訪問となっており

ます。併せて 9 月 8 日例会は、ガバナー補佐を

お迎えしての第 3 回クラブ協議会となります。

理事、役員、委員長は事業計画に合わせ、委員会

活動の進捗状況を発表して頂きますので、ご準備

をお願いします。 

以上、ご確認の程、よろしくお願いします。 

 

 

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 8 月 4 日（月）≫ 

▼第 713 回例会 

☆誕生会 

☆外部卓話 「名勝和歌の浦の価値と活用」 

    玉津島保存会 事務局長 渋谷 高秀様 

 

≪ 次回の例会 8 月 18 日（月）≫ 

▼第 714 回例会 

 ☆会員増強フォーラム    会員増強委員会 

 

≪ 前回の例会記録 7 月 28 日（月）≫ 

＊8 月 2 日第 712 回（貝塚コスモス RC 創立 

記念式典）の例会記録は最終頁にて掲載 

▼第 711 例会 

○ロータリーソング  それでこそロータリー 

○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 28 日 28/33 名 84.85％ 

前々回修正出席  7 月 7 日 33/33 名 100％ 

   メーキャップ   0 名 



 

まず、週報の掲載漏れについ

てご報告させて頂きます。7

月 7 日ならびに 7 月 14 日の

週報の【Ｓ.Ａ.Ａ.報告】ニコ

ニコ箱のご紹介記載に掲載漏

れがございました。藤田会員、大変失礼いたしまし

た。今回の週報に掲載させて頂いております。今後

このようなことのないよう、重々チェックをしてま

いります。失礼いたしました。 

次に回覧物が数件ございます。 

①米山記念奨学会より「6 月の寄付金傾向」 

②６月にアゼリアバンドが和歌山ビッグ愛にて慰問

演奏させていただいた「日本リウマチ友の会」支

部長南川様からのお礼状 

③日本ライトハウスより「寄付名簿冊子」 

が届いております。 

先週ご協力いただきましたワンワン基金は、 

９，０５９円集まりました。ご協力ありがとうござ

います。 

次に、8/2（土）の貝塚コスモスＲＣ創立記念例会

について。 

乗車場所はホテルアバローム紀の国とご案内してお

りましたが、ＪＲ和歌山駅東口の希望があり、通り

道ですので停めて頂くことになりました。本日、合

同例会参加者へ最終確認をさせて頂きます。名簿を

回覧しますので、バスの希望乗り場のチェック欄に

○をご記入下さい。なお、参加費を先週より徴収し

ています。まだの方は本日中に事務局までお納め下

さい。 

それと、元会員のエース証券出口さんから井上会長

宛に祝電が届いておりました。前回ご報告するのを

失念しておりましたので今回こちらも回覧させて頂

きます。 

 

 

 

 

 

◎出席・プログラム委員会  北畑 米嗣 委員長 

先週末、８月プログラム予定

表をファックスさせて頂きま

した。 

・8 月 2 日（土）は貝塚コス

モスＲＣ創立 20 周年記念式

典です。この日は例会となります。欠席される方は、

出来るだけ他クラブへメークアップに行って下さい。

サイン受付情報は、週報の最後の頁に載っています。 

・8 月 4 日は、玉津島保存会、渋谷様の外部卓話。 

・8 月 11 日は休会です。 

・8 月 18 日は会員増強委員会によるクラブフォー

ラム。 

・8 月 25 日は小阪会員の内部卓話です。 

◎社会奉仕委員会      鹿嶋 克子 委員長 

７月 27 日(日)、紀の川河川敷清

掃活動にご参加頂きました 11

名の皆様、お休みの暑い中での

清掃活動、本当にありがとうご

ざいました。ご参加いただいた

11 名は先ほどの会長報告の通り、メーキャップ扱

いとさせて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告       當仲 清孝 幹事 委員会報告 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎社会奉仕委員会    吉岡 惠美 常任委員長 

８/１開催の社会奉仕・青少年育

成委員会合同事業に多数のご協

力ありがとうございます。当日

の役割分担は下記のとおりです。

よろしくお願いいたします。 

本日は皆さんへのお礼ということで、くじら作業所

さんから手づくりのあんパンをたくさんいただいて

おります。どうぞ召し上がってください。中のあん

は内藤会員の会社製作のものです。 

なお、当日のパンフレットへの広告掲載へのご協力

もたくさんいただきまして、ありがとうございまし

た。ただ、全員にお知らせする時間がなく、7/15

理事会の場にて、お願いして全員に周知できません

でしたこと、この場でお詫び申し上げます。それで

は本番は今週の金曜日

です。よろしくお願い

申し上げます。 

 

 

社会奉仕委員会、青少年育成委員会合同事業  

グループホーム建設基金支援チャリティー防災人形

劇「稲むらの火」   

場  所： 和歌山県民文化会館 小ホール  

集合時間： 11 時 30 分    

役 割 分 担   

1.児童付き添い 

年長 女児 5 才 藤田会員   

年中 男児 5 才 井上会員・事務局佐武

 女児  5 才   内藤会員  

2.クッキー販売お手伝い    

貴志会員・掛下会員・後和会員・森会員  

3.受付、クッキー販売お手伝い  

當仲会員・小形会員・鹿嶋会員  

4.紙芝居お手伝い  

大野会員・北野会員  

5.チケット販売   

栗山会員・吉岡会員 

以上、よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

くじら共同作業所 白藤理事長へ協賛金の授与 

 

 

Ｒ財団・米山奨学委員会   中村 善夫前委員長 

前年度Ｒ財団・米山奨学会寄付達

成者記念品贈呈 

前年度のクラブ目標である、Ｒ財

団＄150 と、米山奨学会 14,000

円の達成者へ、安宅直前会長より

Ｒ財団・米山奨学会個人寄付達成者表彰 



表彰、記念品の贈呈。 

Ｒ財団寄付達成者６名。 

左より、田原会員・澤本会員・野村会員・後和会員 

中尾会員・白神会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米山奨学会寄付達成者９名。 

左より、岡本会員・中尾会員・野村会員・安宅会

員・坂部会員・後和会員・澤本会員・白神会員・田

原会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ箱貢献者への感謝状の授与 

昨年度、ニコニコ箱の寄付額が皆様のお陰で 

１,312,908 円も集りました。 

貢献していただいた上位３名の方へ、記念品はござ

いませんが感謝の意を表しまして直前会長より表彰

状をお渡しいたします。ありがとうございました。 

 

 

 

安宅会員・栗山会員・坂部会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

国際奉仕委員会 掛下 吉三 常任委員長 

今期、国際奉仕委員会 常任委員

長を井上会長直々に仰せつかり

ました掛下でございます。委員

会は世界社会奉仕・国際交流、

ロータリー財団、米山奨学会の

３部門です。 

以前行っていた「ひかり基金」に代わる事業の展開

や、済州日出ＲＣとの姉妹クラブ仮調印から５年と

いう一つの節目と捉え、本調印を目指したいと存じ

ます。                                                           

一つ一つ、ハードルは高いのですが委員会のメンバ

ーと力を合わせて乗り越えなければと思います。                                       

思い起こせば、一昨年私が会長を務めさせて頂いた

その時の幹事井上君には大変お世話になりました。

今期は恩返しの意味も込めて精一杯頑張りたいと考

えます。 

 

 

○「最近のネット犯罪について」 安宅 浩一会員 

こんにちは。本日は「最近のネ

ット犯罪について」お話させて

いただきます。 

近年、スマートフォンの普及が

著しく、パソコンよりもスマー

トフォンの犯罪が増加しています。最近のスマート

前年度ニコニコ箱貢献者表彰 

内部卓話 

所信表明 



フォンは機能的にもパソコンと殆ど同じです。現在

お持ちの方も多いと思いますので良く聞いておいて

下さい。ネット犯罪の現状被害額は「年間１千億円

以上」、「３秒に１回個人情報が流出」しています。

個人情報流出等により世界の３人に１人がネット被

害経験者となっています。被害場所でみると、「ネ

ットオークション」、「ネットでの銀行・証券取引」、

「フェイスブック等（ＳＮＳ）コミュニティサイト

での意見交換」、「無料ソフト（アプリ）等のダウン

ロード」となっています。それではどのような犯罪

があるかというと、「キーロギング詐欺」、「フィッ

シング詐欺」、「偽ウイルスソフト詐欺」、「スパイウ

エア」など、まだまだありますが、年々増え続けて

います。このなかでも恐ろしいのが「キーロギング

詐欺」です。これは不特定多数のパソコンの中に侵

入して遠隔操作をします。勿論、そのパソコンの中

にあるデータや記憶されている銀行、証券会社等の

ＩＤやパスワードも本人には※印で記載されていて

も、遠隔操作先のハッカー（犯罪者）には全てが通

常の記載された状態で見ることができます。この遠

隔操作ができるプログラムは「無料ソフト（アプ

リ）等のダウンロード」の中に仕込まれていてダウ

ンロードと同時の侵入が一番多いといわれています。

また「フィッシング詐欺」ですが、有名な例ですと、

昨年１１月頃から東京三菱ＵＦＪ銀行を語ったハッ

カー（犯罪者）から「あなたのパスワードが盗まれ

た可能性があるのでこちらから一度ログオンして確

認して下さい」という内容のメールが何度も送られ

てきました。私のところにも数回届きました。私は

直ぐに送信者のメールアドレスがおかしいのに気づ

き、東京三菱ＵＦＪ銀行のサポートに注意勧告メー

ルをしました。でも実際にテレビで注意勧告放送を

したのは確か今年の１月頃からだったと思います。

それまでの間にどれだけの被害者がでたのかは定か

ではありません。 

いまやインターネット上の脅威は、愉快犯によるウ

イルスだけではありません。このように個人情報の

盗難やフィッシング詐欺などのネット犯罪が大きな

脅威になっています。 

またそこには、金銭目的に組織化された闇市場（ブ

ラックマーケット）が存在しています。ブラックマ

ーケットとは、不正に手に入れた個人情報を売買す

る市場のことです。ここで取り引きされているのは、

パソコンやスマートフォンに忍び込ませたマルウエ

ア（ウイルス）などにより収集されたクレジットカ

ード情報や銀行口座番号などです。ウイルスの開発

からアンダーグラウンドエコノミーサーバーの運営

まで、犯罪は高度に組織化された集団で行われ、大

企業並みの利益を上げているといわれています。 

ではこのような犯罪を今後、どのように防いでいく

のか？というと、パソコンやスマートフォンにはウ

イルス駆除ソフトを必ず入れておくこと。知らない

人からのメールは開かないこと。個人情報とＩＤ＆

パスワードは個々で徹底管理することです。 

最後に一言、病気でもそうですが、常にウイルスが

先でワクチンは後になりますので皆さん気を付けて

下さい。 

 

 

＊ニコニコ箱 

井上 晴喜会員 

昨日の紀の川河川敷清掃にご参加頂きました皆様、

暑い中有難うございました。 

安宅さん、今期初の内部卓話期待しています。 

栗山 久会員 

来月 4 日のニコニコ箱の分です。私の誕生日なの

でプレゼントに生ビールを飲ませて欲しいです。 

代行で帰りますから、願いを叶えてほしいなぁ。 

松本 良二会員 

昨日の紀の川河川敷清掃、コロッと忘れてました。 

まだら惚けが良く出るのですみません。 

中尾 八朗会員 

私事ですが転勤になりました。和歌山の皆様、アゼ

リアＲＣでは本当にお世話になり有難うございまし

た。アゼリアＲＣの益々のご発展を期待しておりま

す。 

Ｓ.Ａ.Ａ.報告  【3 つの箱】 



大野 治朗会員 

昨日の紀の川河川敷の清掃、欠席してすみません。

多分行っていても、役に立ってなかったと思います。 

小形みちる会員 

連日暑い日が続いております。熱中症の予防の為に

水分補給はこまめにお願いします。 

坂部美智子会員 

7 月のお誕生日会、お祝い有難うございました。い

くつになっても嬉しいものです。 

當仲 清孝会員 

安宅さん、本日の卓話楽しみにしています。昨日の

紀の川河川敷清掃は、私用の為休みました。誠に申

し訳ございません。 

本本日日合合計計額額    3355,,000000 円円    今今年年度度累累計計額額  118866,,000000 円円  

 

＊ロータリー財団 

中尾 八朗会員 

本本日日合合計計額額    33,,000000 円円      今今年年度度累累計計額額  2288,,550000 円円  

 

＊米山奨学  

中尾 八朗会員 

本本日日合合計計額額    22,,000000 円円      今今年年度度累累計計額額  2288,,550000 円円  

 

 

＊ワンワン基金寄付 

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

 

≪第 712 回例会≫ 

8 月 2 日（土）貝塚コスモスＲＣ創立 20 周年 

記念式典・懇親会の例会記録 

▼第 712 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 33 名（内出席免除 2 名） 

本日の出席      8 月 2 日 20/33 名 60.60％ 

前々回修正出席  7 月 14 日 28/32 名 87.50％ 

メーキャップ   1 名 

 

 

●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 8 月 4 日(月) クラブフォーラム「会員増強・拡大月間」 

会員増強・会員選考・職業分類委員会 

和 歌 山 8 月 5 日(火) 新入会員卓話 「箱根駅伝について」 

糸川文雄 会員 

和歌山東南 8 月 6 日(水) 

18:30～ 

会員卓話  

角谷泰三会員・市川正夫会員 

小林克己会員 

和 歌 山 西 8 月 6 日(水) 決算・予算案審議 

紀ノ川河川敷清掃に参加して  

会計‘13-14 湯川紘司、 

14-15 中筋正浩 

和歌山大学留学生の皆様 

和 歌 山 東 8 月 7 日(木) クラブフォーラム 「 会員増強委員会 」 

乾 敦雄 委員長 

和歌山城南 8 月 7 日(木) 外部卓話 和歌山バスケットボール㈱ 

オーナー代行 近藤 洋介 様 

和 歌 山 南 8 月 8 日(金) 卓話 「Tradition Taiji」 和歌山大学 

観光学部 助教サイモン ワーン 様 

和 歌 山 中 8 月 8 日(金) [例会場所変更]→ルミエール華月殿 

クラブフォーラム 会員増強委員会 

 

◎サイン受付 

和 歌 山 中ＲＣ：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ＲＣ：8 月 12 日（火） 

和 歌 山 西ＲＣ：8 月 13 日（水） 

和歌山東南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） 



2014-2015 年度国際ロータリー会長 

ゲイリーC. K. ホァン氏のご紹介 

ＲＩ会長プロフィール 

（台湾、台北 RC ） 

国際ロータリー会長（2014-15 年度） 

ロータリー財団管理委員（2004-06 年度） 

国際ロータリー副会長（2001-02 年度） 

国際ロータリー理事（2000-01 年度） 

 

ゲイリーC.K. ホァン

氏は、中国の南部に生

まれ、台湾で育ち、米

国のイースタン・ミシ

ガン大学を卒業した後、

ニューヨーク州の保険

大学で MBA 取得され

ました。ホァン氏は、

マラヤ華僑保険会社の

社長を務めた後、現在は新光セキュリティー会社の

名誉会長となっておられます。 

 台湾非営利連盟から台湾市民奉仕賞、台湾内務省

より卓越した社会奉仕貢献賞を受賞され、2001 年

のロータリーの国際大会では、米国テキサス州サン

アントニオ市から「名誉市長」と言う称号を贈られ

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1976 年以来のロータリアンであるホァン氏は、台

北ロータリークラブの会員で、地区ガバナー、RI 

の理事、副会長、財団管理委員、ならびにその他数

多くの委員会やタスクフォースの委員ならびに委員

長を歴任されました。  

 

 氏は、アジアにおけるロータリーの会員増強に多

大な貢献をされたほか、ロータリーの 100 周年記

念には、ロータリー財団管理委員として、台湾に

100 名の新しいメジャードナーを誕生させる目標

を立てました。その結果、2005 年には 106 名、

2006 年には 103 名のメジャードナーが生まれ、

当時の年次プログラム基金に 200 万米ドルを超え

る寄付を集めたことに成功しました。 

 ビジネスとロータリーでの経験をつづった著書

『Finding Solutions, Not Excuses』を出版し、RI 

超我の奉仕賞、会長賞、ロータリー財団功労表彰状

と特別功労賞を受賞されたホァン氏は、コリーナ夫

人との間に、息子さんが 1 人、娘さんが 2 人おら

れ、全員がロータリー財団のメジャードナーです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ＲＩ会長メッセージ 

 

 

 

 親愛なるロータリアンの皆さん、ロータリーで8 

月は、会員増強・拡大月間です。毎年、新しい年度が

始まって間もない時期に、私たち自身に会員増強の大

切さを思い出させるのには、十分な理由があります。

私たちの会員を増やすのに、早すぎるということがな

いからです。また、やめることができない仕事でもあ

ります。奉仕を続けるために、ロータリーは常に成長

し続ける必要があるのです。 

 

■配偶者をロータリーに 

  私たちはこれまで何年間にもわたって、ロータリ

ー家族の重要性について話し合ってきました。今年度、

私は、いわゆるロータリー家族だけではなく、会員増

強の最優先事項として、自身の家族をロータリアンに

していただきたいと思っています。私がロータリーに

入会し37 年を経て、妻のコリーナも昨年ついにロー

タリアンになりました。私たちが台湾にできた新クラ

ブの認証状伝達式に一緒に出席した時、「私もロータ

リアンになる時だわ」と、彼女が言ったのです。そう

して彼女はそのクラブに入会しました。その後すぐに、

ほかの人も大勢入会し、現在そのクラブは102 人の

会員がいる、台湾で2 番目に大きいクラブになりま

した。 

自分の配偶者をロータリーに勧誘することは、単に会

員数を増やすということだけにとどまるものではあり

ません。ロータリーは依然として女性会員より男性会

員がはるかに多いという現実と向き合うことであり、

そして、私たちが取り組まなければならないことでも

あるのです。ロータリーにもっと多くの女性会員を連

れてくることができれば、私たちのクラブは、女性の

会員候補者にとって、より魅力あるものとなり、同時

に、より実りの多いものになるでしょう。 

 

 

 

 

 

 

■クラブを楽しい場にすること 

今年度、私たちはロータリーで新しいことをしようと

考えています。それは、新会員推薦者のための認証ピ

ンです。これは、新会員をロータリーに入会させると、

ロータリーの徽章と一緒に着ける特別な認証ピンがも

らえるというものです。しかし、新会員が一人入会す

れば、それで会員増強の仕事が終わるというものでは

ないことを、私たちは知っています。新しく入会した

人がロータリアンであることを楽しみ、退会を考えな

くなった時、やっとその仕事が終わるのです。クラブ

を楽しい場にすることは、会員増強において大切な点

です。 

 

■ロータリーの奉仕を楽しみましょう 

  ロータリーに入会する理由は人それぞれです。し

かし、ロータリーが楽しみの一つだから、ロータリー

にとどまるのです。そこで私は、皆さんに自分のクラ

ブや地区で楽しみを見つけてもらいたいと思っていま

す。ロータリーは、友人とともに奉仕をすることで、

私たちの奉仕がさらに成果が挙がるという考えに基づ

いています。ロータリーの奉仕を楽しみましょう。そ

して、それをほかの人とも分かち合って、共に「ロー

タリーに輝きを」 

 

2014-2015 年度 

国際ロータリー会長 

ゲイリー C.K. ホァン 


