
 

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。本日は和歌

山 RC様との合同例会です。 

まずは本日卓話にお越し頂き

ました岩崎様、ありがとうご

ざいます。大変良いお話をし

て頂けると聞いております。

後ほどよろしくお願い致します。 

それから、和歌山 RCの皆様、お忙しい中多数ご出

席頂き、ありがとうございます。例年は和歌山 RC

様がホストとなって頂き夜間例会でお邪魔しており

ますが、今期は垂井会長のご意向で私達の通常例会

にご出席頂けるとのご希望で実現致しました。夜間

例会ではなく、通常例会ですと、日頃の私達の例会

の雰囲気もわかって頂けますし、また新たな発見も

あるかと思います。よろしくお願いします。 

垂井会長とは今から 8年程前に、和歌山 RC様が企

画して頂きました、アロハシャツでの夕涼み合同例

会にアゼリアバンドが出演させて頂いた時、ゲスト

参加で歌って頂いたのがお知り合いになったきっか

けで、同期に会長をさせて頂くのもご縁があったの

かと感じております。 

私達クラブは今期 17年目です。和歌山 RC様は 78

年目ですので、まだ 4 分の 1 以下です。創立以来、

ずっとご指導頂いておりますが、ロータリークラブ、

ロータリアンとしてはまだまだ半人前です。しかし

ながら、今期は海外姉妹クラブの締結を目標に活動

したり、ホームページやフェイスブックを利用して、

リアルタイムでクラブ活動を発信していく等、私達

のクラブの特徴を出せるよう頑張っております。和

歌山 RC様に、「アゼリア、いいクラブになってき

たな！」と思って頂けるよう、引き続き努力してい

きますので、今後共ご指導の程よろしくお願い致し

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  

 

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                  

[[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..2255  TTOOTTAALL  771144      22001155 年年 22 月月 1166 日日  第第 773344 回回例例会会  

 

 
≪ 本日の例会   2月 16日（月）≫ 
▼第 734回例会  
☆内部卓話「四つのテスト」について 

                 掛下 吉三会員 

≪ 次回の例会    2月 23日（月）≫ 
▼第 735回例会 （30分延長） 
☆第 4回クラブ協議会 （全員参加型） 
「各委員会中間活動報告の発表」 

        常任委員長/特定分野担当委員長        

≪ 前回の例会記録 2月 9日（月）≫ 
▼第 733回例会  和歌山ＲＣとの合同例会 
○ロータリーソング  四つのテスト 
○ゲ ス ト 紹 介  岩崎 順子様 

 ○ビジター紹介  
           
○出 席 報 告 会員数 32名（内出席免除 2名） 
本 日 の 出 席   2月  9日 28/32名 87.50％ 
前々回修正出席  1月 26日  29/32名 90.63％ 
メーキャップ   2名 

２０１4-１5年度 
アゼリアＲＣのテーマ 

「「「個個個ををを磨磨磨ききき、、、輝輝輝くくくアアアゼゼゼリリリアアアののの   
               花花花ををを咲咲咲かかかせせせよよよううう」」」   

 
 
 
 
 



ます。どうぞ本日は合同例会をお楽しみ下さい。 

 

 

本日は、親クラブであります

和歌山ＲＣと、アゼリアＲＣ

との合同例会にたくさんの方

がご参集いただきありがとう

ございます。年に一度の合同

例会を心待ちにしておりまし

た。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

ロータリー財団より 2014年 7月 1日～12月 31

日までの「確定申告用寄付領収証」が届きましたの

で、ボックスにて配布させていただきました。 

特別寄付をしていただいた方のみの領収証の発行と

なっております。ご確認下さい。 

 

 

本日は、アゼリアＲＣとの合

同例会で、大勢の和歌山ＲＣ

会員が押しかけました。 

和歌山ＲＣでは、和歌山高校

で１４クラスの出前授業を行

いまして、会員に１４人の先

生役をお願いし、無事に終了いたしました。学校側

からは大変有意義であったと感謝されました。青少

年奉仕委員会の方々はじめ先生役をお勤め頂いた

方々、ありがとうございました。 

ところで、アゼリアＲＣも奉仕活動は、大変活発に

なさっていると聞いております。まず、ワンワン基

金を集める街頭募金活動ですね。これは、盲導犬育

成事業として日本ライトハウスにご寄付なさってお

られる。また養護施設であります旭学園さんの子供

たちとドッチボール大会やバーベキューをなさって

おられる。アゼリアバンドという名前のバンドを作

っておられ、高齢者施設や障害者施設などで楽器演

奏をなさるなど慰問活動をなさっておられるという

ことも聞いておりまして、大変気持ちの若い会員が

多いのだなあ思っております。 

それでは本日は最後までよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎「ガンが病気じゃなくなったとき 

～父親のおなかの上で遊ぶ～」  岩崎 順子様 

誰もが、病気より健康を願い

ます。でも、病気や死に出遭

ったからこそ、「いのち」「生

きること」「人との出会い」

「家族・親子」に向き合える

機会をもらえたように思いま

す。初めは病気として捉えたガン。 

自分の弱さや無力さを目の当たりにすることの連続

外部卓話 

和歌山ＲＣ 垂井会長ご挨拶 

幹事報告       當仲 清孝 幹事 



でした。 

 それでも、時間の流れと共に全ては少しずつ、変

化していって・・・・泣いたり、笑ったり、怒った

り、落ち込んだり、色々な中、人との出会いによっ

てガンは病気という範囲を超え変化していきました。 

ガンが贈り物と思える日も思えない日も、そして生

きているのではなく、生かされていたことに気がつ

いた日々。 

ガンとわかったときも、父親がいらだつ気持ちで物

を壊したときも、子ども達は見続けてきました。 

見せる、見せないというより、小さな家の中では、

それが日常のひとこまでした。 

痩せた身体、裸のまま支えられてお風呂場まで歩く

姿を、ワイワイ言いながら応援してくれていました。 

亡くなった日の朝、子ども達は、泣くばかりで父親

の顔も見ることができませんでした。 

しばらく時間が流れ、「お父さんと遊んであげる

か」という言葉がきっかけで、まだ温かい父親の 

身体の上で子ども達は遊びました。 

 顔やおなかにさわったり、父親の好きな歌を歌っ

たり。その内、おなかの上に馬乗りになったりもし

て・・・・。 

悲しみで一杯だった表情は、時間と共に少しずつ変

化していきました。 

子どもが言いました。「死んだら、だんだんカチカ

チになっていくんやなぁ・・」 

死を頭で理解するのではなく、父親を触り遊ぶこと

で、五感を使って死を感じた時間だったのかもしれ

ません。 

末期で痛みがきつくなってからは抱き上げることや

遊んでやることが出来なかった父親が、自分の身体

の上で子ども達を遊ばせているようにも見えました。 

何百冊の書物を読もうとも得られないいのちの大切

さ、そして生きる、死ぬということを父親が自らの

身体を使って伝えているようにも見えました。強い

ところも弱いところも、みんなありのままが暮らし

の中にありました。 

一人の人間が死んでいくとき、きれい事は通用しま

せん。 

ぎりぎりの精神状態、痛みのこと、排泄のこと、経

済的なこと、先が見えない不安の中、余裕はなく本

音と本音のぶつかり合いの連続です。 

でもガンは特殊なことではなく、生まれた限り、死

はどの人にも必ずやってくる。 

そして、世の中には理不尽なことがたくさんあるけ

れど、それでも人はもらったいのちを最後まで 

生きていくということを衰弱した身体で見せてくれ

たような気がします。 

すべての子ども達、また大人の中にも、生きる力が

あることを信じようと思いました。 

どの人の人生にも意味がある 

病気の人、認知症の人、障害をもった人には、お世

話をする人が必要です。そういう方々を周りの方々

が、お世話をしている形に見えますが、本当は病気

の人、認知症の人、障害をもった人が自らの身体を

使って、【いのち】【生きること】を教えてくれてい

るのかもしれません。 

どの人にも、どの人生にもすべて意味がある。起こ

ること、すべてが必然だと感じます。 

いのちは、形をかえて受け継がていく 

身体はなくなりますが亡くなられたかたは、残され

た人達の中で、形を変えて生きていくことができる

ように思います。 

 生きていた頃に教えてくれたこと、見せてくれた

こと、生き方そのものが、残された人たちが困難に

出遭った時、「受け止め乗り越える力」「生きる力」

「生きる智慧」になること。亡くなったかたが、形

を変えて、それぞれの中で生きていく。 

いのちに終わりはなく、いのちは、人から人へと受

け継がれていくように感じます。 

みなさんとの出会いに感謝します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＊ニコニコ箱 

和歌山ＲＣ 会長 垂井 一様 

本日の合同例会、よろしくお願いします。 

和歌山ＲＣ 川端 定喜様 

私は初めての合同例会参加になります。楽しみにし

ていました。 

井上 晴喜会員 

アゼリアの皆様、ぜひ和歌山ＲＣの皆様と親睦を深

めて下さい。岩崎様、卓話よろしくお願い致します。 

掛下 吉三会員 

和歌山ＲＣの皆様、ご無沙汰致しております。本日

は宜しくお願いします。 

松本 良二会員 

スポンサークラブとして和歌山ＲＣの皆さんを師と

敬愛しています。「が」、最近は面倒見てくれないで

すね。「いつまでも甘ったれるな！」「はい、わかり

ました。」 

中村 善夫会員 

和歌山ＲＣの皆様、ようこそ、お出で頂きありがと

うございます。 

西出 隆一会員 

和歌山ＲＣの皆様、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。 

森  隆紀会員 

和歌山ＲＣの皆様、ようこそお越し下さいました。

本日の合同例会、どうぞ宜しくお願い致します。 

坂部美智子会員 

和歌山ＲＣの皆さん、ようこそお越し下さいました。

どうぞごゆっくりなさって下さい。 

小形みちる会員 

本日は和歌山ＲＣ様との合同例会、毎年楽しみにし

ております。そして本日の卓話の岩崎様、身近にガ

ンと向き合っている方々が居ます。どうぞよろしく

お願い致します。 

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  889944,,330088 円円  

  

＊＊ロローータタリリーー財財団団  

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  111166,,550000 円円  

掛下 吉三会員 坂部美智子会員 中村 善夫会員  

＊＊米米山山奨奨学学  

本本日日合合計計額額    44,,550000 円円      今今年年度度累累計計額額  110044,,550000 円円  

掛下 吉三会員 坂部美智子会員 中村 善夫会員 

 

 

 

＊ワンワン基金寄付 

本本日日合合計計額額  1111,,002233 円円    今今年年度度累累計計額額      7722,,883333 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 2月 16日(月)  クラブフォーラム：卓話 「和歌山商工会

議所のストーリーとミッション」 

和歌山商工会議所  専務理事 岡本

賢司様  企業支援部企画・街づくり支援

室主事 中浴正隆様 

和 歌 山 2月 17日(火)  「海と私」  赤松 邦彦 会員 

  森口 浩紀 会員 

和歌山東南 2月 18日(水)  13日に例会を変更 

和 歌 山 西 2月 18日(水)  ゲスト卓話 

社会保険労務士 小栗知子様 

和 歌 山 東 2月 19日(木) 
18:30～ 

ご長寿お祝い夜間例会 に変更 

於 ダイワロイネットホテル和歌山４Ｆ 

和歌山城南 2月 19日(木)  外部卓話 

西日本旅客鉄道(株)和歌山支社 

支社長 川井 正 様〔和歌山ＲＣ〕 

和 歌 山 南 2月 20日(金) 20日（金） 第３回 I.D.M. 発表 

和 歌 山 中 2月 20日(金) フリートーキング 

 

 

◎サイン受付 

和歌山東南ＲＣ：2月 18日（水）12:00～12:30 

ルミエール華月殿 

和 歌 山 東ＲＣ：2月 19日（木）12:00～12:30 

ルミエール華月殿 

和 歌 山 北ＲＣ：2月 23日（月）12:00～12:30 

ルミエール華月殿 

和 歌 山 西ＲＣ：2月 25日（水）12:00～12:30 

ラヴィーナ和歌山  

和 歌 山 中ＲＣ：2月 27日（金）18:30～19:00 

中ＲＣ事務所 1F入り口 

Ｓ.Ａ.Ａ.報告  【3つの箱】 


