
 

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。まずは 9 月 11

日(木)に開催されました市内会

長幹事会、並びに 9 月 16 日

(火)の理事会報告をさせて頂き

ます。 

①NPO 法人花いっぱい推進委員会様より市内 9 ク

ラブに協賛の依頼がございました。例年通り、社

会奉仕委員会より 30,000 円支出させて頂きます。 

②和歌山県知事、和歌山市長の表敬訪問が 10 月 2

日に決定致しました。當仲幹事と私とで出席させ

て頂きます。 

③木潮会（和歌山編集責任者会）の日程はまだ未定

ですが、11 月初旬の予定だそうです。会長、幹

事、広報委員長の 3 名での出席を予定しており

ます。 

④「2015 紀の国和歌山国体」の協賛につきまして

は、各クラブにて対応となっております。社会奉

仕委員会で検討して頂く事になりました。 

⑤例会変更ですが、11 月 10 日(月)は夜間例会と

なり、見村新会員の歓迎会とさせて頂きます。 

また、来年 1 月 19 日(月)の例会を 1 月 21 日

(水)に変更し、和歌山東南ロータリークラブ様と

の合同例会とさせて頂きます。詳しくはまた後日

ご連絡させて頂きます。 

続きまして、9 月 9 日(火)にアゼリアバンドで行い
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≪ 本日の例会 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

≪ 次回の例会 10 月 6 日（月）≫ 

▼第 720 回例会 

 ☆誕生会 

 ☆職業奉仕フォーラム    職業奉仕委員会   

≪ 前回の例会記録 9 月 22 日（月）≫ 

▼第 718 回例会 

○ロータリーソング  四つのテスト 

○ゲ ス ト 紹 介  国際ロータリー第 2640 地区 

         ガバナー    辻  秀和 様 

                  代表副幹事   酒向 征時 様 

ガバナー補佐   谷脇 良樹 様 

○出 席 報 告 会員数 33 名（内出席免除 2 名） 

本 日 の 出 席  9 月 22 日 28/32 名 87.50％ 

前々回修正出席  9 月 1 日 23/32 名 71.88％ 

   メーキャップ  3 名 



ました、社会福祉法人つわぶき会様への慰問演奏の

報告です。当日、施設に入所されている方の中に、

大変にこやかで元気な青年がいらっしゃいました。

後日、私の知人の息子様だとわかり、詳しく話をお

聞きする事が出来ました。その青年は一見健全者と

変わらない程軽度な障害かと感じましたが、生まれ

た時より心臓に重度の障害を持ち、生後一週間は呼

吸が出来ず、生涯寝たきりになる恐れすらあったそ

うです。幸い最悪の事態は避けられたそうですが、

会話の出来ない状態だったようです。ところが、施

設の音楽グループ(ピュアハート)に参加された途端

みるみる症状が改善され、現在に至るそうです。当

初の青年の姿を知っている方々は、その変化に皆大

変驚かれているようです。 

音楽の持つ不思議な力を感じる事が出来た、良い活

動をさせて頂けたと実感しています。 

 

 

国際ロータリー第 2640 地区

辻ガバナー様、酒向副代表幹

事様、谷脇ガバナー補佐様、

本日はようこそお越し下さい

ました。よろしくお願い致し

ます。 

さて、ハイライトよねやま 9 月号を回覧します。

前回のワンワン基金は 10,239 円、そして地区から

依頼の「広島豪雨災害義援金」は 11,140 円集まり

ました。ご協力ありがとうございます。 

そして本日お越しの谷脇ガバナー補佐様より、ワン

ワン基金のご寄付を頂きました。ありがとうござい

ました。 

次に、アゼリアＲＣのチャーターメンバーで、現在

米子東ＲＣ所属の澤さんより、今年も鳥取の梨をお

送り下さっております。アバロームさんで剥いて頂

きましたので、どうぞお召し上がりください。 

 

 

◎出席プログラム委員会    北畑 米嗣委員長 

10 月のプログラム予定表を本

日ボックスに配布させて頂い

ております。 

10 月 6 日は誕生会、職業奉仕

委員会によるフォーラム。 

10 月 13 日は祝日の為、休会です。 

10 月 20 日は外部卓話。10 月 27 日は国際奉仕委

員会によるクラブフォーラムです。以上、よろしく

お願いします。 

 

◎職業奉仕委員会       岡本 嘉之委員長 

この度、事務局にて会員名簿

を新しく作成いたします。今

までのデータは使えませんの

で、各自配布しております、

ご自身の会員名簿の確認をお

願い致します。（訂正箇所がありましたら、お申し

出下さい）つきましては顔写真も順次撮らせて頂き

ます。写真のデータがある場合にはメールでお送り

頂いても結構です。それ以外は 3 班に分けて例会

場にて順次撮らせて頂く予定です。大変お手数おか

け致しますが、ご協力お願い申し上げます。 

また、次回委員会を開催します。後日案内をファッ

クスさせて頂きますので、ご出席お願いします。 

◎事務局にデータのない方（ご都合の悪い場合は希

望日、氏名を記入しご提出下さい。） 

9 月 29 日（月） 貴志・北畑・栗山・黒田・小阪 

松本良・松本博 

委員会報告 

幹事報告       當仲 清孝 幹事 



10 月 6 日（月）南方・中村・見村・西出・野村 

大野 

10 月 20 日（月）坂部・澤本・白神・田邊 

當仲・吉岡 

◎事務局にデータがある方（撮り直し希望の方は希

望日を記入し提出下さい。） 

安宅、藤田、後和、井上、掛下、鹿嶋、北野、森 

内藤、小形、岡本、田原、八木、山田 

 

 

国際ロータリー第 2640 地区 辻 秀和 ガバナー  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様 こんにちは。本日は、2014‐2015 年度地区

ガバナー公式訪問でございます。先立ちまして、井

上会長様、當仲幹事様、谷脇ガバナー補佐、酒向地

区副代表幹事もご同席の上、会長幹事 懇談会をな

ごやかに、かつ有意義に終えました。 

今回、和歌山アゼリア RC 様を、公式訪問させてい

ただき、このように歓迎をしていただき、大変な名

誉でございます。衷心より感謝申し上げます。 

井上会長様はじめ会員皆様には、地区運営にご理解

ご協力を賜り、心より感謝申し上げます。 

和歌山アゼリア RC 様と申せば、1998 年 3 月に、

和歌山 RC 様をスポンサークラブとして創立されま

した。地域社会への奉仕、職業奉仕、国際奉仕、青

少年奉仕にも又、親睦、Ｒ‐財団、米山記念将学会

など、バランスよくすばらしい活動を展開されてお

られます。創立 15 周年という節目をすでに終えら

れて今年度、17 周年目を迎えられましてこれを機

にさらに斬新的で独創性豊な活動のご継続をご期待

申し上げます。本年度、井上会長様は、RI テーマ

の『ロータリーに輝きを』と、さらに地区方針を共

に、ご配慮いただきつつ、クラブテーマを『個を磨

き、輝くアゼリアの花を咲かせよう』と定められて、

しっかりと実践されておられます。素晴らしいテー

マだと心より感銘いたしました。 

井上会長様の本年度のご方針を拝読し、共感・共鳴

する事ばかりで、素晴らしい仲間に出会えた喜びを

感じました。 

さて、本年度 地区では先の 4 月 29 日、R I 直前会

長ロン・バートン氏による地区紛糾の裁定を、本年

度 R I 会長ゲイリー・ホァン氏も認めておられます。

私はそれを尊重し、裁定を踏襲いたします。 

すなわち、そこには、“ 第 2640 地区が、相違を乗

り越えて前向きな解決作を見出せるよう、地区リー

ダーと地区ロータリアンが協力することを改めてお

願いいたします。” 

続いて、それには“ まずこれまでの紛糾を過去のも

のと考え始めて、地区を健全な状態に戻し、ロータ

リーを実践し、みんなに豊な人生を実現するための

真の奉仕に取り込むことが出来るはずです。“と明記

されてあります。 

それでは今、世界が、日本が、グローバル化し、多

様性が進む中、当地区内でも当然、考え方、方法論

は色々でございますが、目指すところはひとつ、地

区内の会員皆様が願っております通り、１日も早く、

本来のロータリーを取り戻したいと考えます。                      

・本年度は、今までの紛糾を過去のものとして、す

ガバナーアドレス 



べてを白紙に戻します。 

・地区ガバナーの承認なき文章 等の配布は、認め

ません。 

・クラブ会長は、怪文書等をしっかりと検閲されて、

クラブ会員に配布しないようする。  

・その逆に；地区ガバナーからの告示等は、各クラ

ブ会長が全会員にいきわたるよう、ご配慮お願い

いたします。 

・パストガバナーには、必要な委員会の中で、お役

目を御願いいたします。 

・当面は、10 月 25 日、26 日の地区大会準備とそ

こでの決議で地区賦課金のご承認を得ることに、

全力で努力いたします。予算のない地区運営など、

成り立ちません。（ 地区の存続に関る問題です。

皆様のご理解とご協力お願い申し上げます。） 

・地区大会は、従来にない手づくりの地区大会をめ

ざして、大会二日目後半は、地元住民も参加頂き、

楽しいロータリーデーを同時に開催いたします。 

・大会に先立ち、１０月２０日は、大会記念チャリ

ティーゴルフ大会も行います。 

皆様のご参加の程、宜しくお願い申し上げます。 

地区大会の準備を進める中、実はつい先日、こんな

話が、ございました。通常、地区大会では、地区ガ

バナーは、必須項目ではございませんが、しかるべ

き大会記念 講演者を予定しておかなければと考え、

そこで私もノミニー時代に、高校の同級生である人

物に、記念講演をお願いしていました。彼は、秀才

で、京大法学部を出て、外交官として、公使、大使

など歴任して、日本外交の最先端で、世界中を駆け

回りました。高校時代、私は水泳部で毎日一万メー

トルを、先輩から、練習のノルマとして課せられて

泳いでおりました。 

必然的に、学業は、彼とは比較することすら叶わな

い、ご想像のとおりでございます。 

しばしば新聞紙上で、彼の論調が取り上げられてい

ました。私は、論説を読む度に、いつか彼の国際感

覚を是非とも、新世代の若者に直接地かに聞かせて

あげたいと考えていました。 

現在、永田町の公益法人フォーリン・プレスセンタ

ー（外国の記者の集まるところ）で、理事長を務め

ていて、大変多忙です。それでも、１年半前から

10 月 26 日を空けていてくれていました。 

彼の秘書によると、ずいぶん無理をして予定してい

ただいたそうです。 

しかし今年度、当地区大会を、手作りの大会として

講演者を外部から呼ばない方針を立てましたが、彼

の記念講演をお断りしなければならないと思いつつ

も、私はわずかの可能性を追及しつつ、今まで残し

ておりました。日が迫り、東京の彼からついに電話

が入りました。てっきり、お叱りの電話かと思い覚

悟を決めましたが、しかしさすが世界中を飛びまわ

り、国際感覚豊な彼は、とても懐の深い、しかも温

かい理解を、すぐに、していただきました。 

彼は私の少しの説明で、分かってあげようと、して

いただいたのです。（地区賦課金が、未だ承認され

ていないなど説明しました。） 

その人の体験が、人柄や人格を作り上げるのだと、

改めて、認識をし、感心いたしました。 

さて彼は、なんと言ってのけたか、想像できます

か？ 

何の不服も言わずに、「わかった、それじゃ！辻さ

ん、延期しよう!!」 

「出来る状況になれば、僕は、喜んで、東京から 

講演に行くよ!!」 

この地区大会など、延期できるはずがない。自身の

講演を、今回は、中止しようと言わなかった。 



この「延期しよう!!」という言葉、相手を傷つけな

い、自分も傷つかない、深い意味のある言葉です。 

役職が人を作るのだと、改めて悟らされました。  

今年始のアメリカのサンディエゴでのガバナーにな

るための国際協議会では、ＲＩ役員皆様は、共通し

て次の事柄を強調され、私は学んで参りました。 

それはロータリーは、常に未来を見据えて、リーダ

ーや会員達が英知を絞り、世界でいいことをして、

みんなに豊な人生を実現する。 

現時点のみにこだわらないことで、素晴らしい未来

が実現できます。 

次世代（新世代）への継承を常に考えて、その繋が

りを大切にする。状況が好転すれば、是非とも、新

世代の為に、彼の講演を企画したいと考えます。 

次に私の経歴の中で先日公式訪問いたしました、 

堺 泉が丘 RC の会長南川正一様は、実は私の大学

の先輩でございます。関西のロータリーでは、本当

に数少ない卒業生です。当地区内でも、2～3 名程

度と思われます。 

余談ですが、東京農大の当時の校風は、自由奔放で、

バンカラで、開拓魂豊な精神が残っておりました。 

その校風で私も、在学中は何度も海外へ奉仕に飛び

出し、ついに卒業後は、JICA の青年海外協力隊で、

マレーシア国に、まるまる三ヵ年、飛びました。 

協力隊員が、世界の僻地で、本当に田舎の集落に入

り込んで、農業や衛生の指導をする、つまり草の根

外交の先陣を切っているが、先の外交官の彼とは、

異にする立場が、JICA、青年海外協力隊でござい

ます。 

確かに、私がその国のその地域に一人行ったわけで

ありますが、しかしその JICA の事業や派遣する人

を支える人、又 派遣要請して協力隊員を 迎え入

れる国の人々、双方で数え切れないほどの人々に支

えられてこそ、素晴らしい成果が得ることが出来て、

本当に何事にも変えがたい、貴重な体験が、出来た

わけであります。 

まさに、お陰さまで、とても言葉では言い尽くせな

いほどに一人海外で青年期に貴重な体験を積む事が

出来ました。 

帰国して、それならば自身は何を成すべきかが、お

のずとわかるはずであります。 

自分が変われば、地域社会が変わる、世界が変わる。 

自分の体験は、新世代へと、確実に伝えねばならな

い。この二点でございます。 

世界が、日本社会が、グローバル化しつつ、多くの

問題を未解決のままに、大きく転換しようとしてい

ます。そこでロータリーは 今、何が出来るのか。

それは、計り知れない可能性に満ちた「新世代の若

者達」に、幸多かれとエールをただ送るのではなく

て、ロータリアンは、新世代の若者達と共に、汗を

流し、活動できる機会を、積極的にふやしていただ

き、ロータリーをロータリーファミリーと共に、み

んなで楽しんでいただきたいと願います。 

ロータリーの国際交流活動や地域社会での奉仕活動

は、世界理解につながると考えられます。なぜなら

ばロータリーは世界 201 カ国に、34,282 クラブ）

約 120 万人の会員を有する、グローバルな国際的

組織だからであります。 

ロータリーの活動はすべて『世界平和』につながり

ます。 

海外で活動をする、国内で活動する、いずれにして

も、人と人との交流は、常にそこに、お互いの相違

はあるものです。 

相手を思いやる心、おもてなしの心、が肝心です。 

今このような、心が一番大切だということが忘れら

れて、当地区では、なかなか本来のロータリー活動



に、戻れない大きな原因のひとつだと考えられます。 

一番必要なことは、この部分の、相互理解のような

気がいたします。私も、ロータリー入会以来、クラ

ブ活動、地区活動を通じて、海外の青少年や姉妹ク

ラブにおける国際交流活動で、又地域での奉仕活動

で、東日本大震災での被災地支援活動で、いずれに

おいても、ロータリアンの仲間、ロータリーファミ

リーや一般の人々と共に、長年にわたり言葉では言

い尽くせない、心温まるご支援やご協力を賜りまし

た。共に活動した皆様のお陰さまで、米国インディ

アナ州ハミルトン郡、すなわち、インディアナポリ

ス郊外の町カーメル市。カーメル市は、人口 20 万

以下の都市の中で、全米で住みたい町 No.１の町

です。私は、そこでの奉仕活動が認められ、仲間を

代表しまして、カーメル市の『名誉市民』の称号を

賜りました。大変、名誉なことと、感謝いたしてお

ります。日本の「思いやりの心」や「おもてなし文

化」の一つ象徴であります。 

さらに本年度、RI2640 地区に関しましても、ほと

んど無条件にて、多くのクラブメンバーの方々には、

地区運営の要として、ご協力賜っております。全て

に、感謝!! 感謝!! でございます。 

皆様の絶大なるご協力を、引き続きお願い申し上げ

ます。This is Rotary !!  This is Rotary !! 

このあと、ガバナーの責務でございます。 

経歴と国際協議会のご報告をさせていただきます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

＊ニコニコ箱 

井上 晴喜会員 

国際ロータリー第 2640 地区辻ガバナー、酒向副代

表幹事、谷脇ガバナー補佐、本日はお忙しい中あり

がとうございます。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。 

松本 良二会員 

辻ガバナーようこそお越し下さいました。ガバナー

の本日のお席は針のむしろ席です。な～んてことは

言いません。アゼリアは平和主義です。やわらかい

低反発マットにお掛け下さい。 

西出 隆一会員 

仕事の都合で例会を休みがちですみません。本日は、

国際ロータリー第 2640 地区辻ガバナー様、酒向副

代表幹事様、谷脇ガバナー補佐様、ようこそお越し

下さいました。よろしくお願い致します。 

當仲 清孝会員 

国際ロータリー第 2640 地区辻ガバナー、酒向副代

表幹事、谷脇ガバナー補佐、ようこそお越し下さい

ました。本日はごゆっくりしていって下さい。後ほ

どガバナーアドレスよろしくお願い致します。 

小形みちる会員 

本日は、辻ガバナー様、地区副代表幹事酒向様、ガ

バナー補佐谷脇様、ようこそおいで頂きましてあり

がとうございます。 

大野 治朗会員 

3 週間休ませて頂きました。心臓の毛を取り、快調

です。 

本本日日合合計計額額    1188,,000000 円円    今今年年度度累累計計額額  334477,,000000 円円  

 

＊ロータリー財団 

井上 晴喜会員 大野 治朗会員 

Ｓ.Ａ.Ａ.報告  【3 つの箱】 



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    4455,,550000 円円  

＊米山奨学  

井上 晴喜会員 大野 治朗会員 

本本日日合合計計額額    44,,000000 円円      今今年年度度累累計計額額    4455,,550000 円円  

 

 

＊ワンワン基金寄付 

本本日日合合計計額額    １１,,000000 円円    今今年年度度累累計計額額    2299,,776600 円円 

 

 

 

 

◎サイン受付 

和歌山東南ＲＣ：10 月 1 日（水）18:00～18:30 

ルミエール華月殿 

10 月 22 日（水）12:00～12:30 

ルミエール華月殿 

10 月 29 日（水）12:00～12:30 

ルミエール華月殿 

和 歌 山 北ＲＣ：10 月 6 日（月）12:00～12:30 

        ルミエール華月殿 

和 歌 山 西ＲＣ：10 月 22 日(水）12:00～12:30 

ラヴィーナ和歌山 

和 歌 山 南ＲＣ：10 月 31 日（金）12:00～12:30 

        ダイワロイネットホテル和歌山 

和 歌 山 中ＲＣ：10 月 24 日（金）18:30～19:00 

中ＲＣ事務所 1F 入り口 

 

 

 

 

 

◎休 会   

和歌山東南ＲＣ：10 月  8 日（水） 

和 歌 山 南ＲＣ：10 月 10 日（金） 

和歌山城南ＲＣ：10 月 23 日（木） 

和 歌 山 西ＲＣ：10 月 29 日（水） 

 

 

●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 29 日(月) 外部卓話「ぶらくり丁商店街活性化に伴うカ

フェ経営」和歌山大学 経済学部 

足立 基浩教授 

和 歌 山 9月 30 日(火)  ガバナー公式訪問 「ガバナーアドレス」 

 ＲＩロータリー第 2640 地区 

 ガバナー 辻 秀和 さん 

和歌山東南 

 

10 月 3日(金) 

18:00～ 

10/1(水)の例会を変更 於：ニューオータ

ニ東京 親睦家族旅行例会 

和 歌 山 西 10 月 1日(水) ガバナー公式訪問 ＲＩ第 2640 地区 

ガバナー 辻 秀和様（河内長野ＲＣ） 

和 歌 山 東 10 月 2日(木) クラブフォーラム 「職業奉仕委員会」 

2640 地区職業奉仕委員長           

上松瀬 洋 さん 

和歌山城南 10 月 2日(木) 会員卓話「新世代のための月間にちなんで」 

青少年奉仕 弥勒 多加志 委員長 

和 歌 山 南 10 月 3日(金) 「国体に向けて 」和歌山市国体総務課 

課長 西端 孝智 様 

和 歌 山 中 10 月 3日(金) クラブフォーラム 会員卓話「三つの職業」 

職業奉仕委員会 吉田 博信会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 



2014 年１０月度プログラム予定表        

         

日付 内  容 担当・卓話者等 

6 日 

（月） 

第７２０回例会  

☆誕生会 

☆職業奉仕フォーラム 

「職業奉仕活動について」 

 

親睦活動委員会 

10 月お誕生会員（井上会員・松本博会

員） 

 

職業奉仕委員会 

13 日

(月) 

祝日「体育の日」定款に基づく休会  

20 日  

（月） 

第７２１回例会  

☆外部卓話 

  「 臓器提供の現状 

 ～いのちの尊さ～ 」 

 
 
公益財団法人  
和歌山県角膜・臓器移植推進協会 
和歌山県臓器移植コーディネーター 
仲井 照和 様 

27 日  

（月） 

第７２２回例会  

☆国際奉仕フォーラム 

  「国際奉仕活動について」 

 

 

国際奉仕委員会 

 

＊ 例会場 (通常 )  ホテルアバローム紀の国 

＊ 例 会 時 間   12:30～13:30  (食事開始  12:10～ ) 

その他の行事 

地区大会 日時：10 月 25 日（土）～26 日（日） 

場所：10/26（日）・・河内長野市立文化会館(ラブリーホール) 


