
 

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。本日は掛下

会員の内部卓話です。楽しい

お話、期待しておりますので、

よろしくお願いします。 

さて、先週 2 月 9 日（月）の

合同例会終了後、臨時理事会

を開催しましたので、ご報告させて頂きます。国際

交流委員会より、済州日出 RC 様との姉妹クラブ締

結における調印書と、申し合わせ事項の書類の提示

がございましたので、検討の上、一部修正させて頂

きました。引き続き、先方様とお打ち合わせ、当日

の準備をお願いします。なお、現時点では 3 月 14

日に来和、16 日の調印式、アゼリア会にご出席頂

き、17 日に帰国される予定になるかと思われます。

その間、済州日出 RC の会員様との交流のお手伝い

をお願いするかと思いますので、皆様可能な限りお

時間の調整をしておいて下さい。 

それから、一昨日はバレンタインデーでした。来月

14 日はホワイトデーです。男性陣はまた頭をひね

るイベントです。少し調べてみますと、韓国では近

年 4 月 14 日はブラックデー、5 月 14 日はイエロ

ーデー等、毎月 14 日は若者の間で新しいイベント

が出来ているそうです。ちなみに、ブラックデーは

バレンタインデー、ホワイトデーにご縁がなかった

人達が、黒い食べ物を食べてお互い励ます日、イエ

ローデーはブラックデーを過ぎても縁がなかった方

が、黄色い食べ物（カレー）を食べないと、ご縁が

なかなかやってこないといった内容だそうです。雑

学ですが、韓国の RC と姉妹締結をするにあたり、

このようなちょっとした韓国の風習を勉強するのも

良いかと思います。 
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≪ 本日の例会   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） 

「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 

≪ 次回の例会    3 月 2 日（月）≫ 

▼第 736 回例会  

☆誕生会     

☆クラブフォーラム     国際奉仕委員会 

 「済州日出ＲＣとの姉妹クラブ締結 

調印式に向けて」 

≪ 前回の例会記録 2 月 16 日（月）≫ 

▼第 734 回例会   

○ロータリーソング  我等の生業 

○ゲ ス ト 紹 介   

 ○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 16 日 24/30 名 80.00％ 

前々回修正出席  2 月  2 日  23/31 名 74.19％ 

メーキャップ   0 名 



 

ワンワン募金箱を回します。

地区より「ロータリー国際囲

碁大会」の案内と「ＲＬＩ研

修セミナー開催案内」が届い

ています。参加されたい方は

お申し出ください。次年度の

ロータリー手帳のお申込み案内も届いています。ご

入り用の方はご自身のお名前の所に○を付けて下さ

い。次の例会は全員参加型のクラブ協議会です。時

間が 30 分延長になります。理事役員の方は出欠の

お返事と、報告書のご提出をお願いします。本日ま

でですので必ず事務局へＦＡＸして下さい。なお、

今年度のクラブ活動計画報告書の冊子を必ずご持参

下さい。先週は合同例会でご連絡が遅くなりました

が、会員候補者推薦状の件、ご異議申し立て等ござ

いませんでした事をご報告させていただきます。ま

た、下期の会費が未納の方はご入金をお願いします。 

 

 

◎ＰＥＴＳ及びＲ財団補助金管理セミナーの報告 

     中村 善夫会長エレクト 

2 月 13 日（金）と 14 日

（土）の２日間のＰＥＴＳ出

席に関する報告と 14 日の午

後から開催されたＲ財団補助

金管理セミナーの報告をまと

めさせていただきます。なお、

安宅理事予定者もＲ財団補助金管理セミナーには

出席いただきました。まず、ＰＥＴＳの報告です

が、毎年地区協議会で承認されていた（と、言っ

てもこれまで 2 期に渡り、地区協議会では地区

資金も予算については不承認となっておりました

が）来期の地区予算について、今回のＰＥＴＳに

おいて承認されました。この地区予算の承認につ

いては私にとってすごく意味のある出来事となり

ました。なにせ、１日目のＰＥＴＳが終わってか

ら、夜の 2 時ころまでかかって手続要覧をトビ

トビですが端から端まで目を通しました。なぜ、

ＰＥＴＳがあり、なぜ地区協議会があり、なぜ地

区大会があるのか、全然分からんかったというか、

自分自身の身に迫って来ない問題であったもんで

すから分かろうともしませんでした。本当に勉強

になりました。また、おいおい、会員の皆様方に

はご説明させていただくようにしたいと思ってお

ります。次に、Ｒ財団補助金管理セミナーの出席

の報告ですが、このセミナーに出席することによ

り、グローバル補助金を受ける資格の半分が済ん

だこととなります。あとの半分は来期の私と、

来々期の大野さんがクラブの参加資格認定／覚書

（ＭＯＵ）という書類へ署名して地区へ送れば完

了となります。 

ただ、グローバル補助金を受ける資格はあるけれ

ど、補助金を申請するに足りる事業を当クラブで

は行っていない上に、当期の締切が 4 月末とな

っているため、これ以上の報告は割愛させていた

だきます。以上報告を終わります。 

 

◎社会奉仕委員会        吉岡 恵美理事 

地区社会奉仕部門委員長会議の報告             

2 月 7 日、和歌山華月殿にお

いて地区社会奉仕部門委員長

会議が開催されました。辻ガ

バナー出席のもと 46 クラブ

の参加でした。笹島地区委員

長から、10 年前地区全体で取

り組んだ「ロータリーの森」に関しての報告があり

ました。10 年前に皆で植林した 2424 本の木々は

順調に育ち、管理は高野山森林組合に募金積み立て

は和歌山県緑化推進委員会に任せていて、立派な森

になっているので機会があれば皆さん又見学に行っ

てみてくださいとの事でした。 

続いてテーブルごとに各クラブの社会奉仕事業につ

いて話し合いました。私のテーブルは岸和田東、橋

本、新宮、泉佐野の方たちとご一緒でした。各クラ

ブの社会奉仕活動内容の発表にとどまらず、2640

地区の現状についての意見交換も活発に行われまし

た。私もいくつか疑問点がありましたので、詳細は

委員会報告 

幹事報告       當仲 清孝 幹事 



控えますが質問をし、先輩方からお答えを頂き、納

得した内容もあり勉強になりました。 

最後にテーブル毎の代表者の発表を聞いて感じまし

た事は、我がクラブは年数も若いし、会員数も少な

いですが、実施している社会奉仕事業の内容は他の

クラブに引けをとらず充実しています。皆さん自信

を持っていただいていいと感じました。 

 

◎雑誌・広報・ＩＴ委員会   松本  博委員長 

『ロータリーの友』地区だより 2 月号の紹介 

横組み記事 

・ロータリーストーリーを分かち合いましょう 

 ＲＩ指定記事 ＲＩ会長 黄

其光 

「国際ロータリー（ＲＩ）

会長として、どこでロータ

リアンに会っても、彼らを

励まし、鼓舞することが私

の仕事だと思っています」と、黄ＲＩ会長は述べて

います。 

・特集 世界理解月間 世界に広がる私たちのネット

ワーク Ｐ7  

2 月は世界理解月間です。ロータリアン個人の異文

化体験、若い人たちに海外の文化を経験してもらう

活動、国際奉仕など、世界に開かれたロータリーの

活動を紹介しています。 

・海外で知る 日本との違い P8-10  

ロータリアンが仕事で海外へ行った際に体験した世

界各地の文化、習慣を紹介します。 

・異文化理解を育む P11-15  

青少年交換など、ロータリーの青少年奉仕プログラ

ムとは別に、独自に国際交流事業を行っているクラ

ブをご紹介します。 

・届け！ 世界に日本の心 Ｐ18-23 

日本のロータリークラブは、海外でさまざまな奉仕

活動を展開しています。 

・ロータリーデー P26-29 

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。今回も国内、海外からの事例を紹介

します。 

・Rotary いま…… ロータリーの特別月間が変わ

ります Ｐ38  

ロータリーの最新情報をお届けします。今回は「ロ

ータリーの特別月間が変わります」です。 

・ロータリー入門 GLOBAL OUTLOOK THE 

ROTARIAN 2 月号から Ｐ39-46 ＲＩ指定記事 

特集： ロータリアンのためのロータリー財団の資

金モデル入門 

縦組み記事 

・ちょっと知りたい木のはなし Ｐ4-8 

・わがまち･････そしてロータリー P9-12 

どん底から再生へ 町を愛する人たちの底力 

・友愛の広場／バナー自慢 Ｐ13-17 

・卓話の泉 Ｐ18-19 

・ロータリー・アット・ワーク Ｐ22-30 

地区関連記事 

横組み 

Ｐ49 掲示板 お知らせ 橋本紀ノ川 RC（2014 年

12 月 31 日付けで国際ロータリーから脱会） 

 

 

◎「四つのテストについて」   掛下 吉三会員 

思い起こせば私は今から 15

年前に松本寅吉会員に紹介さ

れ、このＲＣに入りました。

元々「四つのテスト」は自分

が常に実践している事なので

すが、その事について今日は

話したいと思います。 

さて、皆様すでにご承知かと思いますが、私の趣味

は、昼はゴルフで夜はアロチへの徘徊です。冗談は

これくらいにして、現在私は和歌山県中古自動車販

売協会、商工組合の代表を務めさせていただいてい

ますが、そのなれそめを少しお話しします。 

それは、今から 8 年前、長年一緒に苦楽を共にし、

同じ仕事をして来た実弟が急性骨髄性白血病で日赤

に入院して明日の命も分からない頃でした。ある先

輩が「掛下、明日の組合の総会に出席してくれん

か？」との誘いがあり、仕方なく行きました。これ

内部卓話 



も組合活動に長年魅力を感じることなく欠席ばかり

しておりました。すると行けば総会自体がもめてお

り、なんとか仲裁に入ろうと思って忌憚のない意見

をドンドン述べていたところ、その年度が役員改正

（2 年に 1 回）の年でした。早速、理事選考委員が

選出され和歌山に新しい風ということで代表に推さ

れました。私はどちらかといえば元来性格は一人で

何でもするマイペース的な考えの持ち主ですから、

固辞しましたが、何でもということと、苦しんでい

る実弟の事を思えば本当に容易いことと思い、仕方

なく引き受けました。それは「みんなのためになる

かどうか」、に繫がると思います。さぁ、今度はそ

の組織に残ってイルガン細胞の悪玉を駆除する番で

す。それを 3 年かけてやり遂げました。これで

「みんなに公平か」できたと思います。そしてより

一層、「好意と友情を深めるか」、「真実かどうか」

を今も物事を決める時に、尺度として使わせていた

だいています。 

 

 

＊ニコニコ箱 

井上 晴喜会員 

掛下さん、今日の卓話が楽しみで、昨夜眠れません

でした。めちゃくちゃ期待してます！ 

掛下 吉三会員 

昨日、嫁いでいる娘に手作りのクッキーを貰いまし

た。そして本日は支離滅裂の卓話になると思います

が、宜しくお願いします。 

北畑 米嗣会員 

例会運営委員会忘れてしまい申し訳ありません。深

くお詫びいたします。 

匿名希望（松本 良二会員） 

掛下さん、卓話期待してます。「四つのテスト」が

テーマとは「食あたり」でもしたんですか。ろれつ

まわりますか。熱はないですか。血管切れてません

か。 

中村 善夫会員 

掛下さんのお話し、楽しみです。ウフフフ。 

内藤 和起会員 

欠席が続きました。ごめんなさい。お店の引っ越し

も、チョットカッコ悪いクレーム処理も、無事終了

しました。 

小形 みちる会員 

掛下流、本日卓話の「四つのテスト」楽しみにして

います。 

當仲 清孝会員 

掛下さん、本日は四つのテストのお話し、よろしく

お願いします。何のテストか楽しみです。 

本本日日合合計計額額  1166,,000000 円円    今今年年度度累累計計額額  991100,,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    22,,000000 円円        今今年年度度累累計計額額  111188,,550000 円円  

中村 善夫会員 内藤 和起会員  

＊＊米米山山奨奨学学  

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  110055,,550000 円円  

中村 善夫会員  

 

ワンワン基金寄付 

本本日日合合計計額額  88,,889900 円円    今今年年度度累累計計額額      8811,,772233 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 23 日(月)  

19：00～ 

夜間例会： ルミエール華月殿  

和 歌 山 2月 24 日(火) 「世界理解月間にちなんで」  第 2640

地区国際奉仕委員長 吉川 寿一 さん 

和歌山東南 2月 25 日(水) 

12：30～  

クラブフォーラム 国際奉仕委員会 

和 歌 山 西 2月 26 日(木) 

18：00～  

25 日の例会を変更 

場 所：割烹 「華新」 

和 歌 山 東 2月 26 日(木) 

 

卓話和歌山大学 ボランティアサークルＦ

ＯＲＷＡＲＤ 

和歌山城南 2月 26 日(木)  リラックス例会 

和 歌 山 南 2月 27 日(金) 「生きている喜び」  車いすの元気配達人      

柳岡 克子 様 

和 歌 山 中 2月 27 日(金) 

19：00～ 

例会場所変更→ルミエール華月殿 

クラブフォーラム/フィリピン訪問報告：国際

奉仕委員会 

◎サイン受付 

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】 


