
 

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。本日はたく

さん会長報告がございます。 

まずは、次々年度会長(会長ノ

ミニー)および次年度理事指名

についてです。和歌山アゼリ

アロータリークラブ細則第 3

条第 1 節に基づき指名準備に入ります。本日 10 月

27 日より 11 月 3 日までの間、立候補を受付致し

ますので、お申し出下さい。この期間中に立候補が

いない場合、第 3 条第 5 節に基づき、中村会長エ

レクトにより指名委員会を設け、指名作業に入りま

す。12 月 1 日の年次総会において会員の皆様に審

議していただきますので、よろしくお願い致します。 

続きまして、10 月 21 日に開催致しました、理事

会の報告です。 

①社会奉仕委員会より、和歌山国体への協賛としま

して、ネーム入りステッカーの作成、清掃活動を

行うとの要望があり、承認致しました。 

②11 月 9 日(日)に JR 和歌山駅前花壇の植え替え

に、當仲幹事と私で出席してきます。分担金は社

会奉仕委員会より支出致します。 

③11 月 19 日(水)木潮会に、當仲幹事、山田広報

理事、私で出席してきます。 

④前年度米山留学生のチョ・チョンミンさんに、今

後の私達クラブの国際交流にご協力頂くべく、ア

ゼリアロータリーファミリーとしてクラブ行事等

に参加して頂くにあたり、その予算を担当委員会

より支出することで承認致しました。 

⑤貴志会員より退会の申し出がございました。お身

体の調子が悪いとの事ですので、承認致しました。 

もう一点は地区大会の件です。昨日、一昨日と地区

大会にご参加頂きました皆様、お忙しいところあり

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北北丁丁 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..1144  TTOOTTAALL  770033      22001144 年年 1111 月月 1100 日日  第第 772233 回回例例会会  

 

 

≪ 本日の例会 11 月 10 日（月）≫ 

▼第 723 回例会  （夜間例会） 

☆新入会員歓迎会 

☆誕生会 

 場所 アバローム紀の国 4F こもれびの間 

 時間 18:30～ 

≪ 次回の例会 11 月 17 日（月）≫ 

▼第 724 回例会  

☆外部卓話 

 「ロータリー財団の基礎知識」 

 RI 第 2640 地区 Ｒ財団委員長 大森 豊様 

≪ 前回の例会記録 10 月 27 日（月）≫ 

▼第 722 例会 

○ロータリーソング  紅葉 

○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  10 月 27 日 28/32 名 87.50％ 

前々回修正出席  10 月  6 日  26/32 名 81.25％ 

   メーキャップ  1 名 



がとうございました。今年度の地区大会は手作り感

満載で、近年になく非常に好感が持てました。また

大会初日には、過去うやむやになっておりました、

本来行われるべき選挙人会議がきっちり開催されま

した。そこで決定されました事をご報告致します。 

①地区賦課金が承認致しました。12000 円／人と

なりますので、後日案内が届きましたら支出致し

ます。 

②2017-18 年度ガバナーノミニーの選出方法が、

従来の指名委員会制ではなく、郵便投票の形式と

なりました。近日、ガバナーノミニーの立候補受

付の案内があるかと思います。 

③地区大会登録料が、先日の案内でありました全員

登録制の会員数×8000 円ではなく、登録制の実

登録人数×8000 円と、クラブより会員数×3000

円と変更になりました。 

④地区ガバナーの許可無き文書や、団体を廃止する

件は否決されました。 

 

 

前回のワンワン基金は 12,559 

円でした。そしてチャリティカ

レンダーは２３部のお申し込み

がありました。有難うございま

した。次に地区より「短期青少

年交換留学生」の募集案内が届

いております。詳しくは資料を回覧しますので、推

薦したい方がいらっしゃいましたらお申し出下さい。

次の例会は連休を挟んで 11/10 日の夜間例会とな

ります。お間違えのないようにお越し下さい。 

先週の卓話、和歌山県臓器移植コーディネーターの

仲井さんからバッジを頂戴しました。テーブルに置

いてございますので各自お持ち帰り下さい。 

 

 

◎親睦活動委員会       大野 治朗委員長 

今週末 11 月 1 日の土曜日は

親睦旅行です。本日、会費を

事務局にて徴収させて頂いて

おります。例会終了までに必

ず事務局へお支払いください。また、当日のバス集

合場所には時間厳守で必ずお越しください。和歌山

市駅 雄の橋は 8：45 分、JR 和歌山駅東口は 9：

00 集合です。 

 

◎出席・プログラム委員会   北畑 米嗣委員長 

本日ボックスに他クラブへの

メーキャップ表をお入れして

います。今年度のプログラム

委員会の事業計画であります、

「他クラブへのメーキャップ

を積極的に行きましょう」と

いうことで、グループ分けを致しました。他のクラ

ブへ行くことにより交流も深まるかと思いますので

皆さんご都合をつけて行って下さい。 

市内 8ＲＣの 11 月プログラム予定表が揃い次第、

例会場内にて張り出すか、皆さんにＦＡＸをさせて

いただきますので、各グループごとにメーキャップ

に行く日にち等を相談して決めて下さい。決まりま

したら、お食事の手配がありますので、アゼリア事

務局にご連絡をお願い致します。 

 

 

「国際奉仕活動について」  

 国際奉仕委員会        野村  伸委員長 

国際奉仕委員会フォーラムを

開催させて頂きます。ボック

スに「国際奉仕」とは、これ

までの国際奉仕委員会事業の

「経緯」が説明されている資

料を配布していますので、こ

ちらを参考にしていただいて、今年度の国際奉仕と

しての事業、活動をご提案いただきたくよろしくお

願い致します。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。次回の週報にてご報

告させて頂きます。 

 

「経緯」 

ネパールを中心としたアジアの国々に対して眼科医

療の面で援助活動をしている NPO 法人アジア眼科

幹事報告       當仲 清孝 幹事 

クラブフォーラム 

委員会報告 



医療協力会に支援をするために 2006 年、和歌山ア

ゼリアＲＣで「ひかり基金」を創設し、5～6 年に

渡り寄付を行った。今年度、それに替わる事業、奉

仕活動のご提案をお願い致します。 

 

Ａ：掛下・井上・田原・當仲・北畑・小形・岡本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・留学生のお世話をしている団体への協力。 

・東南アジアの防災活動を行っている方への協力。 

（卓話をお願いし、状況を勉強して一つのきっかけ

をつかむ） 

 

Ｂ：野村・森・吉岡・後和・中村・鹿嶋・内藤 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・貝塚コスモスさんの小学校を作る計画を完遂する

為の協力、協賛。 

・金銭的協賛であれば、使途などの検証をすべきで

あり、出来るのであればいいのでは・・・ 

・何も有効な提案がなければコスモスさんとの協業

も否定しないが、できれば独自で企画、立案。 

・出来ればアジア域内の案件にしたい。 

まとめ・・・優先は独自企画でエリアはアジアで案

件を模索していく。今までつながりのあったネパー

ルの交換留学生や、アジア眼科医療協力会の松本先

生などにも話を聞いて糸口をみつけていく。 

 

Ｃ：安宅・見村・澤本・南方・山田・黒田・西出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・他クラブに協賛をすることも有り。 

・青年会議所時代、ネパールに鉛筆を贈っていた。 

・単独でするには、費用や時間の面等で無理が出る

可能性がある。 

・ロータリールートで探す。 

・クラブ内で委員会を立ち上げて少しずつ活動して

いくことがいいのでは。 

・ポリオ撲滅。 

・インド人のギリさんと 1 年に 1 回、ツアーでイ

ンドに行く。 

・水問題が深刻なので何か協力したい。 

・毎年国際会議に必ず出席するよう義務付けして貢

献していく。 

 

Ｄ栗山・藤田・松本良・大野・白神・北野・小阪 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・カンボジアに学校を建てる。（以前コスモスＲＣ

に協力したことがある） 

・井戸を掘る。 

・チェジュと協力して共同事業をしてはどうか。 



・東南アジア等の情報を学んで、奉仕活動を学んだ

らどうか。 

・ＩＭの議題の実行。災害の時の車等。 

・支援してほしい国体に協力していくのはどうか。 

・文具や衣類を贈る。 

 

 

＊ニコニコ箱 

井上 晴喜会員 

昨日、一昨日と地区大会にご参加頂きました皆様、

有難うございました。 

掛下 吉三会員 

昨日、秋空の下、マスターズゴルフクラブレディー

スの観戦に行って来ました。美人揃いでした。さて、

本日国際奉仕フォーラムです。皆様お知恵拝借願い

ます。 

栗山 久会員 

やっと西国三十三所をまわる決心をして昨日 1 番

札所那智の青
せい

岸
がん

渡寺
と じ

へお参りに行って来ました。精

気をいっぱいもらって来ました。「使うところがな

いのですが・・・」 

小阪  知会員 

一昨日、日本シリーズの初戦にトラ吉さんと行って

来ました。昨日の第 2 戦は負けましたが、初戦は

嬉しい勝ち方でした。日本一になることを祈ります。 

藤田眞佐子会員 

目指せー阪神タイガース、日本一！！トラ吉さんと

共に応援します。1 勝 1 敗、明日から又、再スター

トです。 

森  隆紀会員 

忙しくて各行事に参加出来ず、すみません。 

中村 善夫会員 

おもしろい地区大会でした。翌日より、なぜかぎっ

くり腰になりました。トホホ・・・ 

小形みちる会員 

会長、幹事、他の皆さん、2 日間の地区大会のご参

加お疲れ様でございました。 

本本日日合合計計額額    2299,,000000 円円    今今年年度度累累計計額額  442266,,000000 円円  

 

＊ロータリー財団 

掛下 吉三会員 藤田眞佐子会員 中村 善夫会員 

本本日日合合計計額額    55,,000000 円円      今今年年度度累累計計額額    6633,,550000 円円  

 

＊米山奨学 

掛下 吉三会員 藤田眞佐子会員 中村 善夫会員 

本本日日合合計計額額    55,,000000 円円      今今年年度度累累計計額額    5599,,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  4422,,331199 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 11 月 10 日(月) ガバナー 辻 秀和様 公式訪問   

和 歌 山 11 月 11 日(火) 「財団月間に因みまして 」ＲＩ第 2640

地区 Ｒ財団委員長 大森 豊 さん 

和歌山東南 

12:30～ 

11 月 12 日(水) ≪例会時間・場所変更≫移動見学例会

場所：紀三井寺 見学：「御成御殿」 

和 歌 山 西 11 月 12 日(水) ロータリー財団月間にちなんで  ＲＩ第

2640 地区 Ｒ財団委員長 大森 豊様 

和 歌 山 東 11 月 13 日(木) 休会 

和歌山城南 11 月 13 日(木) ガバナー公式訪問 国際ロータリー第２６

４０地区 辻 秀和 ガバナー 

和 歌 山 南 11 月 14 日(金) ガバナー公式訪問 

国際ロータリー第 2640 地区 

2014-15 年度ガバナー辻 秀和 様 

和 歌 山 中 11 月 14 日(金) 卓話「仏教の散歩道」 紀三井寺（紀三

井山金剛宝寺御國院）  

副住職  前田 泰道様 

◎サイン受付 

和歌山東南ＲＣ：11 月 12 日（水）18:00～18:30 

ルミエール華月殿 

和 歌 山 西ＲＣ：11 月 26 日（水）12:00～12:30 

ラヴィーナ和歌山 

12 月 24 日（水）12:00～12:30 

ラヴィーナ和歌山  

和歌山城南ＲＣ：11 月 27 日（木）18:00～18:30   

        ホテルアバローム紀の国  

◎休  会 

和歌山東ＲＣ：11 月 13 日（木） 

和歌山西ＲＣ：12 月 31 日（水） 

Ｓ.Ａ.Ａ.報告  【3 つの箱】 


