
 

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。 

以前よりご案内させて頂いて

おりました新入会員の梅田千

景さんが、本日よりお越し頂

きました。よろしくお願い致

します。 

さて、ここ数日の雨で桜の花も随分散ってしまいま

したが、お花見等行かれましたでしょうか？私は仕

事に行く先々に桜がございますので、花見をしなが

ら仕事をしているようなものですが、今年は少し時

間がありましたので行ってきました。周辺に咲いて

いる桜は「ソメイヨシノ」ですが、この木はほとん

どが同じ原木のクローンだそうです。ソメイヨシノ

同士での交配では増えず、全て接ぎ木で、東京オリ

ンピックの頃に一斉に増やしたそうです。よって、

同じタイミングで同じように一斉に花開き、同じよ

うに散ってしまうそうです。しかしながらやはり病

気に弱く、排気ガスやバーベキューの煙等でもずい

ぶん木を痛め、木周辺の土を踏み固める事により、

栄養不足にもなるようです。枝を折るなどもっての

ほかで、折った部分から腐ってしまうそうです。私

も今年初めて知った事なのですが、桜を見ながら少

し複雑な気分になりました。 

 

 

新会員の梅田さん、アゼリア

ＲＣへご入会いただき、あり

がとうございます。ガバナー

月信を回覧します。次に、Ｉ

Ｍの案内です。ボックスに配

布しておりますが、今年度は

北ＲＣがホストとなり、5 月 23 日（土）15：00～、
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≪ 本日の例会   4 月 13 日（月）≫ 

▼第 741 回例会  

☆内部卓話 「お酒のよもやま話」 

                後和 信英会員 

 

≪ 次回の例会    4 月 20 日（月）≫ 

▼第 742 回例会  

☆外部卓話 「探偵の業務」 

      南海リサーチ 代表 宮井 淳彦様 

 

≪ 前回の例会記録 4 月 6 日（月）≫ 

▼第 739 回例会   

○ロータリーソング  我らの生業 

○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   4 月 6 日 25/31 名 80.65％ 

前々回修正出席  3 月 16 日  28/31 名 90.32％ 

メーキャップ   0 名 



ホテルアバローム紀の国にて開催されます。全員登

録となっておりますので、お返事のほどお願いいた

します。 

 

 

◎井上会長より 梅田 千景さんのご紹介 

新入会員の梅田さんは、皆様ご存知のように、故 

島和代 元会員のご長女さんで、昨年和島興産株式

会社の代表取締役にご就任されました。以前私がお

墓建立のお世話になった時より、お付き合いさせて

頂いております。昨年、偶然市役所でお会いし、ご

入会をお願いしておりました。お母様同様、ほんわ

かした雰囲気ですが、楽しいお話をされる行動的な

素敵な女性です。 

◎新入会員           梅田 千景さん 

和島興産株式会社 代表取締役  

職業分類：ニット製品販売・製造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎社会奉仕委員会        吉岡 惠美理事 

鹿嶋社会奉仕委員長がお休み

ですので、代わりに報告しま

す。1 月からお願いをしてい

ました、識字率向上運動協賛

ですが、書き損じ葉書が５０

枚、現金が 2,000 円集まりま

した。ご協力ありがとうございました。 

そして、今年度の社会奉仕部門事業の柱であります

ワンワン基金の街頭募金活動を本日配布しましたご

案内のとおり、5 月 11 日（月）午後 4 時からＪＲ

和歌山駅前にて実施いたします。又この日は例会変

更をしていただきまして夜間例会となっています。

市民の皆様から寄せていただいた募金箱の浄財を例

会場にて全員で確認したいと思います。毎月例会で

会員の皆様にお願いしている募金と今年度の社会奉

仕委員会の残予算を合わせ、目標額は 30 万円と定

めておりますので、ご協力よろしくお願いいたしま

す。 

そして、6 月 13 日（土）に寄付先である日本ライ

トハウス様へ持参し、贈呈させていただきます。そ

の時は盲導犬訓練の模様や施設を見学させていただ

きますので、また改めてご案内いたしますが、ご参

加をお願いいたします。 

◎Ｒ財団・米山奨学委員会   藤田眞佐子委員長 

2015 年 1 月から 3 月末まで

のロータリー財団、米山記念

奨学会の個人寄付明細書をボ

ックスに配布しておりますの

でご確認ください。 

 

◎地区青少年・ライラ委員長会議の報告 

青少年育成委員会       内藤 和起委員長 

4 月 4 日、テクスピア大阪に

てクラブ青少年・ライラ委員

長会議に出席してきました。5

月 30 日～31 日、ＲＹＬＡセ

ミナーが開催されますのでご

案内して下さいとの事でした。 

 

 

4 月 13 日生まれ  松本 良二会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎クラブ管理委員会フォーラム 

クラブフォーラム 

新入会員入会式 

誕生会 

委員会報告 



「財務から見る、今後のアゼリアＲＣの運営のあり

方について」 

本日、ポスティングさせていただいている表の説明

をさせていただき、そのあとフォーラムに入らせて

いただきます。 

この表は 2005 年（平成 17 年）から 2014 年（平

成 26 年）の 10 年間の事業報告より抜粋したもの

です。左の縦列から右の列へと順次説明させていた

だきます。 

まず、会員数の変化で、カッコの中の数字は何期の

分かを示しております。この表は第 7 期から第 16

期までの内容を表しております。会員数は 50 名が

最大で、最少は 33 名です。 

次の右の列は年会費の合計で、その横は当該年度の

余剰金です。年々少なくなってきているのが分かり

ます。 

ちなみに年会費からは、ロータリーの内部活動の費

用を支出しております。 

内部活動費用の明細としては、 

①ＲＩと地区への分担金、②親睦活動、週報、広報

等の事業費、③例会費用や会議費用、④備品、ロー

タリーの友、事務所等の賃貸料などの管理費、⑤事

務局の費用などであります。 

その次の列は、周年事業をするために残しているお

金の一年間に組み入れた金額と貯まったお金の総数

です。 

こちらも年々少なくなってきており、仮に 20 周年

に 15 周年と同等額の費用である 350 万円を支出

するとほとんどゼロとなり、25 周年には会員より

特別な支出をお願いするなどの対策を取らないと実

行が危ぶまれる状態であると考えられます。 

それに対して、ニコニコの収入はある程度一定して

おり会員数が最大時より約 3 分の 1 減っているに

もかかわらず、毎年 140 万円前後を推移している

のは、会員皆様の温かい寄付のおかげであることを

物語っているものであると考えます。 

13 期に長期留学生の受け入れを行った際に、費用

が約 200 万円かかっておりますが、現在ニコニコ

の繰越金が約 400 万円ありますから、このような

活動も再度出来る様な体制になりつつあることが分

かります。 

昨年 8 月を会員増強に関するフォーラムの意見と

して会費の減額等の話しも出ておりましたが、この

表から読み取れるのは会費の増額であります。 

どのようなクラブ運営により会費を有意義に使うこ

とが出来るのかなど、イロイロな意見を出していた

だき、その後、今回の意見を集約させていただいて、

来週か来来週の週報等で発表させていただく予定に

しております。 

また、私は来期の会長となりますので、その参考と

させていただきたいとも考えております。それでは

よろしくお願い致します。 

 

 

＊ニコニコ箱 

井上 晴喜会員 

梅田さん、和歌山アゼリアＲＣへようこそ！末永く

よろしくお願い致します。 

藤田眞佐子会員 

梅田様、ご入会ありがとうございます。とてもうれ

しいです。私も入会 1 年半位で何もわかりません

がこれからもよろしくお願いします。 

後和 信英会員 

梅田 千景様、ご入会おめでとうございます。アゼ

リアは楽しい会ですヨ～。よろしくお願いします。 

中村 善夫会員 

梅田様、ご入会いただきありがとうございます。こ

れからよろしくお願い致します。 

西出 隆一会員 

梅田さん、アゼリアＲＣへのご入会ありがとうござ

います。今後ともどうぞよろしくお願い致します。 

松本 良二会員 

誕生日を迎えられることは生きてる証。感謝！余生

通知（介護保険被保険者証）が届きました。 

南方 孝一会員 

長い間欠席してすみません。これから頑張って出席

いたします。 

内藤 和起会員 

10 年位前、会議所の喫茶店の模擬店で良く気が付

くお嬢さんが島和代さんのお嬢様と知って衝撃的だ

Ｓ.Ａ.Ａ.報告  【3 つの箱】 



った事を思い出しています。ようこそ千景さん♡ 

岡本 嘉之会員 

良二さんお誕生日おめでとうございます。そして、

梅田さん、アゼリアＲＣへのご入会ありがとうござ

います。よろしくお願いします。 

小形 みちる会員 

本日は梅田千景さんようこそ！アゼリアＲＣに入会

して頂きありがとうございます。お待ちしておりま

した。よろしくお願い致します。 

田原 サヨ子会員 

・梅田様、御入会おめでとうございます。 

・5 月 16 日慶風高校創立 10 周年記念式典どうぞ

よろしくお願い致します。 

・慶風高校の中谷安結（あゆ）さんがゴルフ全国大

会で優勝しました。皆さん応援ありがとうございま

した。 

當仲 清孝会員 

梅田 千景さん、御入会して頂きありがとうござい

ます。今後共、よろしくお願い致します。 

吉岡 惠美会員 

梅田さん、お待ちしていました。末永く仲良くよろ

しくお願いします。 

 

本本日日合合計計額額  4422,,000000 円円      今今年年度度累累計計額額 11,,110000,,226688 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    1133,,000000 円円    今今年年度度累累計計額額  114499,,550000 円円  

藤田眞佐子会員 後和 信英会員 中村 善夫会員 

南方 孝一会員 内藤 和起会員 田原サヨ子会員  

  

＊＊米米山山奨奨学学  

本本日日合合計計額額    1122,,000000 円円      今今年年度度累累計計額額  112299,,550000 円円  

藤田眞佐子会員 後和 信英会員 中村 善夫会員 

南方 孝一会員 田原サヨ子会員 

 

 

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      9900,,222211 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 4月 13日(月)  

18：30～ 

クラブ創立記念例会 

 創立 36 周年記念例会 ルミエール華

月殿  I.D.M.編成 R 情報・規定委員

会：桝谷 知樹委員長 

和 歌 山 4月 14日(火)  

和歌山東南 4月 15日(水) 

12:30～ 

外部卓話「異文化圏コミュニケーション  

ー センス・オブ・ヒューモアの視点から」 

元 ミノルタ英国法人代表取締役社長 

藤吉 修忠 様 

和 歌 山 西 4月 15日(水) 

 

マリーナシティホテルの魅力について 

和歌山マリーナシティホテル 

営業課 西浦敏充様 

和 歌 山 東 4月 16日(木) 卓話 「日本とチベット、異文化を超えて」

チベットの声楽家 バイマー・ヤンジンさん 

和歌山城南 4月 16 日(木)  外部卓話 ㈱和歌山新報社 

代表取締役社長 津村 周 様 

和 歌 山 南 4月 17日(金) 

 

卓話 詩人・エッセイスト 

宮下 誠 様 

和 歌 山 中 4月 17日(金) 卓話「筋肉を意識して使う」 ウエイトリフテ

ィング選手 浦中 淑帆様 

◎サイン受付 

和 歌 山 北ＲＣ：4 月 13 日（月）12:00～12:30 

ルミエール華月殿 

和 歌 山ＲＣ：4 月 21 日（火）12:00～12:30 

        ダイワロイネットホテル和歌山 

和歌山東南ＲＣ：4 月 22 日（水）12:00～12:30 

ルミエール華月殿 

和 歌 山 西ＲＣ：4 月 22 日（水）12:00～12:30 

ラヴィーナ和歌山  

和 歌 山 中ＲＣ：4 月 24 日（金）18:30～19:00 

        中ＲＣ事務所 1F 入り口 

和 歌 山 南ＲＣ：4 月 24 日（金）12:00～12:30 

        ダイワロイネットホテル和歌山 

和 歌 山 北ＲＣ：4 月 27 日（月）12:00～12:30 

ルミエール華月殿 

◎休  会 

和歌山東南ＲＣ：4 月 29 日（水） 

和 歌 山 西ＲＣ：4 月 29 日（水） 

和歌山城南ＲＣ：4 月 30 日（木） 

和 歌 山 東ＲＣ：4 月 30 日（木） 


