
 

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。本日は第 3 回

クラブ協議会です。海南東ロー

タリークラブの谷脇ガバナー補

佐にお越し頂いております。よ

ろしくお願い致します。 

また、和歌山東南ロータリークラブより竹中様、松

浦様がメイキャップにお越し下さいました。お話を

お伺いしました所、次年度は和歌山東南ロータリー

クラブ様が 45 周年をお迎えされるそうです。それ

に先立ち、今期合同例会のご提案を頂きました。ホ

ストは和歌山東南ロータリークラブ様がして下さる

そうですが、出席プログラム委員会さん、プログラ

ムへの組み入れの程よろしくお願いします。 

それから、地区大会の案内が届いております。地区

大会は毎年、地区の各ロータリークラブの情報交換

や交流等を目的としており、私達の地区では土曜日、

日曜日の 2 日間行われる事が多いようです。本来

はロータリアンだけではなく、ロータリーファミリ

ーも参加可能だそうです。私達クラブからは毎年大

会 2 日目の日曜日に会員皆様の参加を募っており

ます。本来は全員登録が基本ですので、多くのロー

タリアンと知り合いになれるこの機会、是非ご参加

頂ければと思います。 

 

 

地区からの文書、「ガバナー月信

9 月号」、「バギオ便り」を回覧

します。さて、先月の広島市北

部で集中豪雨により大規模な土

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 

 

 

 

 

 

会会    長長／／井井上上  晴晴喜喜      会会報報委委員員／／森森    隆隆紀紀  

副副会会長長／／山山田田    茂茂                  後後和和  信信英英  

幹幹    事事／／當當仲仲  清清孝孝                貴貴志志  孝孝生生  

[[例例会会日日]]  毎毎週週   月月曜曜日日  1122：：3300～～1133：：3300  

[[例例会会場場]]  和和歌歌山山市市湊湊通通りり丁丁北北 22--11--22  ホホテテルルアアババロローームム紀紀のの国国   

[[事事務務局局]]  和和歌歌山山市市雑雑賀賀屋屋町町 5522 南南方方ビビルル２２階階   （（〒〒664400--88224499））   

          TTEELL  007733--443355--33447700  //  FFAAXX  007733--443355  --33447722  

                    EE--mmaaiill：：wwaa--aazz--rrcc@@nnaaxxnneett..oorr..jjpp  

 

VVOOLL..1177  NNoo..99  TTOOTTAALL  669988      22001144 年年 99 月月 2222 日日  第第 771188 回回例例会会  

 

 

≪ 本日の例会 9 月 22 日（月）≫ 

▼第 718 回例会 

☆ガバナー公式訪問 

    RI 第 2640 地区 辻 秀和 ガバナー  

≪ 次回の例会 9 月 29 日（月）≫ 

▼第 719 回例会 

 ☆外部卓話  

「大改造劇的ビフォーアフターの裏話あれこれ」 

（有）木村建築設計事務所 

   代表取締役 木村 茂伸 様 

≪ 前回の例会記録 9 月 8 日（月）≫ 

▼第 717 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 

ガバナー補佐   谷脇 良樹 様 

○ビジター紹介  和歌山東南ＲＣ 竹中 昭美 様 

                 松浦  薫 様 

○出 席 報 告 会員数 33 名（内出席免除 2 名） 

本 日 の 出 席  9 月 8 日 24/33 名 72.73％ 

前々回修正出席  8 月 25 日 27/33 名 81.82％ 

   メーキャップ  0 名 



砂災害が発生し、甚大な被害が出ており、多くの

方々が被災されたことはご存知かと思います。この

度、2640 地区より「広島豪雨災害義援金」協力金

の依頼がございまいた。詳しくは文書を回覧致しま

すのでご覧ください。皆様ご協力の程お願いします。

また、今月の「ワンワン基金」募金箱も回させて頂

きます。こちらもご協力をお願い致します。 

そして本日、ボックスに地区大会並びに地区ゴルフ

大会の案内を配布させて頂きました。ゴルフは任意

ですが、地区大会 2 日目に関しまして、クラブ会

員の皆様の参加をお願い致します。 

次に、22 日の例会はガバナー公式訪問です。皆さ

ん、一斉にお食事が出来るように、12 時 10 分ま

でに例会場にお入り下さい。 

それと、前からお願いしており、ファックスもさせ

て頂いておりますが、例会を欠席した場合は、サイ

ン受付か、他クラブへのメーキャップをお願い致し

ます。サイン受付の予定は、週報最終頁にも載って

おります。新入会員の方で方法がわからなければ、

お尋ね下さい。また、本日 9 月 8 日は「中秋の名

月」。内藤会員より会員皆様に

と、お団子を頂戴しました。

いつもお心遣いをありがとう

ございます。 

 

 

◎新入会員           見村 英樹さん 

中尾会員の後任としてこの度、見村 英樹(みむら 

ひでき) さんが新しいメンバーになりました。 

職業分類：証券業 

勤務先 ：エース証券㈱和歌山支店 （支店長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

井上会長より、入会セットとロータリーバッジの贈

呈。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎オリエンテーション顧問通知および委嘱状の授与 

職業分類・会員選考・Ｒ情報委員会  

見村英樹会員のオリエンテーション顧問委嘱を 

山田茂会員に依頼します。一年間よろしくお願いし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉岡 惠美会員へ、認証ピンと裏当て（ブルー）の

贈呈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新会員推薦者表彰 

入会式＆オリエンテーション顧問 



新会員推薦者表彰について    井上 晴喜会長 

昨年度より、国際ロータリーで「新会員推薦者の為

のプログラム」という新しいプログラムが新設され

ました。このプログラムは新会員の勧誘に貢献した

会員を称えるために国際ロータリー理事会が承認し

た新しいプログラムです。これにより 2013 年 7

月 1 日以降にロータリーに入会した新会員の推薦

者に、認証ピンと裏当てが贈呈されます。 

裏当てには、推薦した新会員の人数に応じて異なる

色が使用されます。新会員を一人推薦した正会員に

は、襟ピンのほかにブルーの裏当てが贈呈され、推

薦した新会員の数が増えるにつれて違う色の裏当て

が贈られます。新会員 1 名推薦はブルー、2～3 名

はブロンズ、４～5 名はシルバー、６名以上はゴー

ルドとなります。ただし、推薦者が複数の場合登録

は 1 名のみとなってしまいます。 

我がクラブも新会員をご紹介いただいた推薦者をＲ

Ｉに申請しております。安宅年度において、内藤会

員を推薦下さいました小形会員、そして藤田会員を

推薦下さいました田原会員にはピンを贈呈させて頂

いております。今回、小阪会員をご紹介下さいまし

た、吉岡会員の認証品が RI 本部より届きましたの

で贈呈させて頂きます。 

 

 

◎親睦活動委員会 

クラブ奉仕委員会 松本 良二 常任委員長 

本日、秋の親睦旅行の案内を

ボックスに配布しています。

11 月 1 日（土）です。場所は、

神戸三田、丹波篠山方面です。

9 月 26 日金曜日までに、出欠

のお返事をお願い致します。 

◎雑誌・広報・ＩＴ委員会   松本  博委員長 

「ロータリーの友 9 月号読みど

ころ紹介」 

本日は、時間がなく、詳しくご

紹介できませんが、ボックスに

読みどころを配布しておりますので、どうぞお目通

し頂き、ご参考にしてください。 

『ロータリーの友』地区だより 9月号 

横組み記事 

ロータリーの将来を担う新世代 Ｐ3 ＲＩ指定記事 

ＲＩ会長 黄其光（Gary C.K. Huang） 

 9 月は新世代のための月間です。黄其光国際ロー

タリー会長は「ローターアクトやインターアクトで

活動している若い人たち、青少年交換学生や、ＲＹ

ＬＡの参加者は、明日のロータリアンです。彼らを

応援するということは、私たちの組織全体の未来を

応援しているということにもなります。私たちは、

明日のクラブ会長、ガバナー、ＲＩ理事、そしてＲ

Ｉ会長になる人たちを訓練する手助けをしているの

です」と述べ、若い人たちへの支援を呼びかけてい

ます。 

特集 新世代のための月間 新世代の未来のために 

Ｐ7-17 地域で、海外で……新世代支援に汗を流す

ロータリアン  

9 月は、若い人々の育成を支援するすべてのロータ

リー活動に焦点を当てる「新世代のための月間」で

す。学校や図書館、職業訓練施設などの建設を通し

て海外の子どもたちを支援する地区やクラブ、体験

事業や表彰、スポーツ大会などで地域の子どもたち

を支援するクラブなど、さまざまな形で新世代を支

えるロータリー活動を紹介します。 

若い世の心をつかむ 8 つのアイデア P18-19  

ロータリーニュース 2014 年 6 月 13 日から 

Maureen Vaught 若い会員を呼び込み、クラブで

末永く活動を続けてもらうための 8 つのヒントを、

海外での事例から紹介します。 

スクールプロジェクトを率先する若いロータリアン 

The Rotarian 9 月号から P19  

2014 年 1 月、23 人の若いロータリアンたちが、

教育支援をするためにグアテマラに向けて旅立ちま

した。 

世界各国でロータリーデーを Ｐ24～25  

国際ロータリー理事 スティーブン Ａ. スナイダー 

委員会報告 



国際ロータリー（ＲＩ）会長の黄其光氏は、今年度、

地区やクラブでロータリーデーを開催するよう、呼

びかけています。「ロータリーデーって何をすれば

いいの」「どういう目的があるの」という質問も多

いようです。国際協議会での、ＲＩ理事のスティー

ブ・スナイダー氏のスピーチから抜粋してご紹介し

ます。 

2015 年 1 月の人頭分担金の請求方法が変わりま

す P26-27 ＲＩ指定記事 THE ROTARIAN9 月号 

2015 年 1 月から、国際ロータリー（ＲＩ）からク

ラブに送られる人頭分担金の請求方法が変わります。

クラブ会員の入退会といった会員情報への変更は、

ＲＩのウェブサイトの「My ROTARY

（www.rotary.org/myrotary/ja）」からオンライ

ンで入力できます（ログインが必要）。2015 年 1

月から、クラブへの請求書に記載される金額は、こ

のデータを基に計算され、クラブには 1 ページの

請求書だけが送られます。 

心は共に 東日本大震災 Ｐ30-33  

震災復興へのさまざまなロータリアンの活動事例を

紹介します。 

縦組み記事 

環境のまちづくり Ｐ4-8 大木町町長 石川 潤一 

今、資源循環のまちづくりに取り組んでいますが、

この事業を通して私が言えることは、まちづくりは

行政だけでは何もできない、地域住民の皆さんと一

緒にやって初めてまちづくりが進むものだ、という

ことです。無理をせずに地域でできることから始め

ていこう、というのが、大木町による事業の精神で

す。無駄の多い今の社会を、少しだけでも見直して、

子どもたちの時代にツケを残さないようなまちづく

りをしようというものです。 

わがまち･････そしてロータリー P9-12 

 山林を活かす ニッポンのふるさと 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。今回は岡山県真庭市です。 

卓話の泉 Ｐ20-21  

例会での卓話を要約して掲載しています。この欄は、

各クラブからロータリーの友事務所に定期的にお送

りくださった会報・週報から、一般的に豆知識とし

て活用いただけるような卓話を選び掲載しています。 

 

地区関連記事 

横組み 

Ｐ8-9 現地交流を大切に ネパール学校建設支援活

動 橋本 RC 13-14 年度国際奉仕委員長 喜多啓允 

Ｐ10 中高生と一緒に、有田みかん海道をきれいに 

有田 RC Ｐ38 掲示板 事務所住所変更 堺南 RC ／ 

ワールド大阪 REC 

例会場変更 富田林 RC 

Ｐ39 お知らせ 藤井寺しゅら RC ／ 岸和田北 RC 

（2014 年 6 月 30 日付で国際ロータリーから脱会） 

縦組み 

Ｐ20 卓話の泉 古代文字の解読 岸和田 RC 

Ｐ23 俳壇 ひらひらと蝶来て庭の景動く 堺フェニ

ックス RC 米田眞理子 

柳壇 惚れ直す田舎暮らしが生きる張り 新宮 RC 

塩﨑公治 

Ｐ25 地域の祭りで血圧・血管推定年齢測定 貝塚

コスモス RC 

Ｐ26 全 6 回、ウォークラリーで地域を清掃 岩出

RC 

◎ゴルフ同好会         掛下 吉三会員 

201４年 10 月 2５日(土) 2６

日(日)の両日、スターゲイトホ

テル関西エアポート及び河内長

野市立文化会館（ラブリーホー

ル）に於いて｢きらり輝く｣をス

ローガンに地区大会が開催されます｡これに先立ち､

10 月 2０日(月)に記念チャリティーゴルフ大会が

天野山カントリークラブにおいて開催されます。参

加される方は案内をボックスに配布しておりますの

で、出欠のお返事をよろしくお願い致します。 



 

9 月のお誕生おめでとうございます。 

9 月 9 日  森  隆紀会員 

9 月 14 日  中村 善夫会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＲI 第 2640 地区 谷脇ガバナー補佐をお迎えして  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～講評～ 

RI第 2640 地区     谷脇 良樹 ガバナー補佐様 

本日はお招きを頂きありがと

うございます。本年度ガバナ

ー補佐を拝命しております海

南東ＲＣの谷脇良樹です。よ

ろしくお願い致します。さて、

市内 9 クラブの中でも若いクラブであります、貴

クラブは昨年 15 周年を迎え、今まさに脂の乗り切

った頃であると思います。今、協議会を拝見しなが

ら、特に真剣に真摯に会議を進め、言葉のキャッチ

ボールがたくさんあり、さすがだなと思いました。 

ＲＣは、特にこの 2640 地区においては、非常にお

もしろくない時代が、ここ数年続いておりますが、

私は本当のロータリー精神に立ち還れば、きっと元

に戻ると思っております。どうか、和歌山アゼリア

ロータリークラブさんにおかれましてはロータリー

の「正道」を歩んで下さることを期待して本日の協

議会の言葉とさせて頂きます。ありがとうございま

した。 

  

 

＊ニコニコ箱 

RI第2640地区 谷脇 良樹ガバナー補佐様 

本日は、よろしくお願い致します。 

和歌山東南ＲＣ 竹中 昭美様 

東南ＲＣの竹中です。いつもお世話になります。 

本日はよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

井上 晴喜会員 

谷脇ガバナー補佐様、本日はよろしくお願い致しま

す。そして、和歌山東南ＲＣの竹中様、松浦様、よ

お誕生のお祝い 

Ｓ.Ａ.Ａ.報告  【3 つの箱】 

第 3 回クラブ協議会 



うこそお越し下さいました。ありがとうございます。 

掛下 吉三会員 

谷脇ガバナー補佐様、ようこそお越し下さいました。

先日、娘の結婚式で手紙を読まれた時には参った!!

結びの挨拶では「皆様のお陰で感動を貰いまし

た。」って、思い切り泣きながら言いました。格好

わるぅ～。 

松本 良二会員 

あ～ぁ絶望！今年も失速の始まり始まり。補佐、い

らっしゃいませ。本日、ご指導お願いします。 

森  隆紀会員 

クラブでの 2 回目の『誕生祝』ありがとうござい

ました。44 歳になりました。そのお礼に、4 と 4

にちなんで、人の上に立つ者の心得として、日経

「私の履歴書」でトヨタ自動車名誉会長が引用され

た中国清朝時代の政治家、曽国藩（そうこくはん）

の名言『四耐四不訣（したいしふけつ）』をご紹介

したいと思います。 

『四耐四不訣』とは、「冷に耐え、苦に耐え、煩に

耐え、閑(ひま)に耐え、激せず、躁(さわ)がず、競

わず、随(したが)わず、以て事を成すべし。」 

事を成すために耐えるべき４つの事と、してはいけ

ない 4 つの事・・・「冷遇に耐え、苦労に耐え、煩

わしさに耐え、孤独にも耐える。些細な事で怒らず、

上手くいったからといって騒がず、不毛な争いを起

こさず、容易に他人の意見に流されない。そのよう

にして事は成すもの」 

これを旨とし、今年も頑張りますので、ご指導・ご

鞭撻宜しくお願い申し上げます。 

小形みちる会員 

本日はＲＩ第 2640 地区ガバナー補佐谷脇良樹様、

和歌山東南ＲＣ竹中様、松浦様、ようこそお越し頂

きまして有難うございます。 

當仲 清孝会員 

谷脇良樹ガバナー補佐様ようこそいらっしゃいませ。

本日はよろしくお願い致します。東南ＲＣ竹中様、

松浦様、ごゆっくりして下さい。 

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  332299,,000000 円円  

  

  

＊ロータリー財団 

本本日日合合計計額額    55,,550000 円円      今今年年度度累累計計額額    4422,,550000 円円  

 

＊米山奨学  

本本日日合合計計額額    55,,550000 円円      今今年年度度累累計計額額    4411,,550000 円円  

 

 

＊ワンワン基金寄付 

本本日日合合計計額額  1100,,223399 円円    今今年年度度累累計計額額    2288,,776600 円円 

 

 

 

 

●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 9月 22日(月) 外部卓話 和歌山大学 経済学部 

足立 基浩 教授 

和 歌 山 9月 23日(火) 祝日休会 

和歌山東南 

 

9月 24日(水) 

12:30～ 

移動見学例会 

例会：12:30~13:00（華月殿） 

見学：13:30~15:00（和歌山刑務所）  

和 歌 山 西 9月 25日(木) 9/24(水)の例会を変更  

場所 「華新」 時間 18:00～ 

ガバナー公式訪問前のミーティング 

和 歌 山 東 9月 25日(木) フリートーキング 

和歌山城南 9月 25日(木) リラックス例会 

和 歌 山 南 9月 26日(金) 卓話題「裁判員制度施行５周年を迎えて

の裁判員裁判について」和歌山地方裁判所 

刑事部部総括裁判官 浅見健次郎様 

和 歌 山 中 9月 26日(金) 例会場変更→ルミエール華月殿 

会員卓話 「将 棋」 井畑 健司会員 

 

◎サイン受付 

和 歌 山 西ＲＣ：9 月 24 日（水）12:00～12:30 

        10 月 22 日(水）12:00～12:30 

ラヴィーナ和歌山 

和 歌 山 中ＲＣ：9 月 26 日（金）18:30～19:00 

中ＲＣ事務所 1F 入り口 

和歌山市橋丁 23 サイバーリンクスＮ－4 ビル 

 

◎休 会 

和 歌 山 西ＲＣ：10 月 29 日（水） 

 

 



～アゼリアバンド慰問演奏～ 

９月９日（火）、社会福祉法人つわぶき会の綜成苑、

綜愛苑にて、アゼリアバンドメンバー 

松本博会員・井上会員・松本良二会員・當仲会員 

吉岡会員・安宅会員・岡本会員・小形会員・藤田会

員による慰問演奏。今回、施設が毎年行っている

『第 17 回ピュアハート・コンサート』と言うイベ

ントに参加させて頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

施設の皆さんから、イベント終了後、アゼリアバ

ンドメンバーの一人ひとりに心のこもったお土産

を頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


