
 

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。 

和歌山北 RC の白杉様、明楽

様が I.M.のご案内にお越し下

さいました。ありがとうござ

います。 

それから、本日の卓話は藤田

会員です。後ほどよろしくお願い致します。 

また、例会後にいよいよ中村年度の第 1 回クラブ

協議会が開催されます。よって、座席がコの字型に

なっており少々手狭ではございますがご容赦下さい。 

さて、先週例会時に少しお話させて頂きました、地

区決議会と理事会の報告をさせて頂きます。 

地区決議会では、次年度 PETS や地区協議会におき

まして、次期ガバナーに多くの疑問点があるとし、

地区賦課金の再度審議等、次期ガバナーに勧告とい

う形での異議申し立てを行う事で、参加選挙人の大

多数の賛同を得て決議されました。それに合わせ付

帯決議としまして、勧告による改善がみられなかっ

た場合、解任要求することも決定いたしました。 

続きまして、理事会の報告です。幹事報告と重複す

る件は割愛致します。 

①国際交流委員会より、済州日出 RC 来和時の決算

報告がございました。 

②5 月 11 日の社会奉仕活動であるワンワン基金街

頭募金を、今年度 RI 並びに地区方針であります

「ロータリーデー」とし、広報活動を兼ねて開催す

る事に決定致しました。 

 

 

次の例会はゴールデンウイークを挟んで 5 月 11 日

の夜間例会です。 

その前にワンワン基金街頭募金活動がございますの

幹事報告       當仲 清孝 幹事 

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  
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≪ 本日の例会    5 月 11 日（月）≫ 

▼第 744 回例会 (夜間例会) 

☆新入会員歓迎会 

 時間：18 時 30 分～ 於 アバローム 

ワンワン基金街頭募金活動 16 時～ 

 場所；ＪＲ和歌山駅近鉄百貨店前  

≪ 次回の例会    5 月 18 日（月）≫ 

▼第 745 回例会  

☆誕生会 

☆クラブフォーラム 

 「facebook について」  雑誌･広報･IT 委員会 

≪ 前回の例会記録 4 月 27 日（月）≫ 

▼第 743 回例会   

○ロータリーソング  おぼろ月夜  

 ○ビジター紹介  和歌山北ＲＣ 白杉 武志 様 

                                   明楽 修身 様 

 ○出 席 報 告  会員数 33 名（内出席免除 2 名） 

本 日 の 出 席   4 月 27 日 28/32 名 87.50％ 

前々回修正出席  4 月 13 日  29/32 名 90.63％ 

メーキャップ   1 名 



で、ご協力のほどお願いいた

します。 

また、本日は例会後に次年度

クラブ協議会がございますが、

今年度最後のクラブ協議会は

5 月 25 日です。1 時より全員

参加型で開催致しますので、クラブ活動計画報告書

をご持参下さいます様お願いいたします。 

各常任委員長、特定分野担当委員長には後日ＦＡＸ

にて案内をいたします。委員会活動報告書のご提出

をお願いいたします。 

 

 

◎親睦活動委員会       大野 治朗委員長 

5 月 11 日（月）夜間例会の会

費を本日徴収しています。事

務局までお願いいたします。 

また、11 日は第１例会で、通

常お誕生会をしますが、都合

上、18 日にさせていただきた

いと思います。５月お誕生月の方はすみませんが、

ご了承下さい。 

 

◎社会奉仕委員会       鹿嶋 克子委員長 

本日ボックスに「紀の国わか

やま国体クリーンアップ運

動」のご案内を配布していま

す。 

5 月 24 日（日）、9：45 分に

和歌山市駅前広場集合です。

清掃用具は市国体実行委員会の方で用意をしてくれ

ます。皆様ご協力お願いいたします。 

また、5 月 11 日（月）のワンワン街頭募金は 16

時からです。遅くても 10 分前にはＪＲ和歌山駅近

鉄百貨店前に集合をお願いします。 

 

 

◎「認知症について」       藤田眞佐子会員 

皆様こんにちは。私はアゼリアＲＣに入会させてい

ただいて 1 年 8 か月になります。毎週月曜日の例

会に楽しく参加させていただ

いております。 

本日は「認知症について」と

題し、内部卓話をさせていた

だきます。よろしくお願い致

します。 

私は和歌山市で介護事業をしております。毎日の仕

事として高齢者のご利用者様と楽しく過ごさせてい

ただき、その中で認知症という重要な課題と向き合

い、試行錯誤しながら介護をさせていただいており

ます。皆様も認知症という問題に強い関心を持たれ

ていると思いますが、認知症は 2005 年度より「痴

呆症」から「認知症」に用語が変更されました。 

私たちが日常生活を過ごすために欠かせない脳の働

きを「認知機能」といいます。（記憶・考える・判

断・コミュニケーション等）この機能が何らかの脳

の異常によって著しく低下し、日常生活に支障をき

たすようになった状態のことを「認知症」といいま

す。認知症の種類として 

①アルツハイマー型認知症②脳血管性認知症③レビ

ー小体型認知症…この３つを 3 大認知症と言いま

す。その中で「アルツハイマー型認知症」は全体の

50％台を占めています。 

認知症の人は年々増加しており、20 年後の 2035

年には 445 万人に達すると予測されています。 

アルツハイマー型認知症とは、記憶力の低下（同じ

ことを何度も言ったり聞いたりする、物の置き忘れ、

人や物の名前が思い出せない等）により日常生活に

支障が起こります。「加齢に伴うもの忘れ」は出来

事の一部を忘れてしまうことです。（例：食事の後

に「何を食べたか思い出せないという」状態）と、

「認知症によるもの忘れ」は出来事そのものを忘れ

る（例：「食事したこと自体」を忘れてしまい、何

度も催促するようになることがある）など区別され

ます。 

認知症には現在根本的に治す方法はありません。予

防として 

①バランスの良い食事②適度な運動③深酒とタバコ

をやめ規則正しい生活④生活習慣病の予防・早期発

見・治療⑤転倒に気を付ける⑥興味と好奇心を持つ

内部卓話 

委員会報告 



⑦考えをまとめて表現する⑧細やかな気配りをした 

良い付き合い⑨いつも若々しくおしゃれ心を忘れな

い⑩くよくよしないで明るい気分で生活を 

（公益財団法人認知症予防財団より） 

認知症を予防するにはアゼリアＲＣで楽しく前向き

に目標を定め、人間関係を深めながら過ごすのが予

防になると私は実感いたします。 

ありがとうございました。 

 

★インターシティミーティングのご案内★ 

和歌山北ＲＣ 白杉武志様 明楽修身様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は貴重なお時間を拝借しまして、来る５月２３

日（土）開催のインターシティミーティング参加の

お願いに参りました。テーマは、『今こそ親睦

を！』です。昨年は、貴クラブがホストクラブとし

てお世話して頂きました。全員参加型のスマートな

すばらしいＩ．Ｍ．でありました。 

第二部も長過ぎず豪華過ぎない親睦会で、これらを

是非参考にしたいと思い貴クラブの松本氏、野村氏

のアドバイスを頂きながら準備をしているところで

す。 

改めて両氏にお礼を言いたいと思います。これこそ

がロータリーの友情ではないでしょうか。 

最近聞かれなくなってしまった『ロータリーの友

情』を取り戻せるＩ．Ｍ．にして行きたいと思う次

第です。多数のご参加をお待ちしております。 

本日は有難うございました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆次年度第 1 回クラブ協議会（例会終了後） 

 ・会長方針、委員会への要望発表 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＊ニコニコ箱 

和歌山北ＲＣ 明楽 修身様  白杉武志様 

5 月 23 日（土）のＩ.Ｍ.多数のご参加よろしくお

願い致します。 

井上 晴喜会員 

白杉さん、明楽さん、本日はお忙しい中有難うござ

います。藤田さん、卓話楽しみです。 

掛下 吉三会員 

過日、安倍総理主催の「桜を見る会」に、新宿御苑

へ家内と一緒に行って来ました。芸能人も沢山来て

いて、年甲斐もなく嫁がはしゃいでいました(笑)。 

栗山  久会員 

ほとんどの工事が無事完了しました。ほっとしまし

た。でも今後の事を思うと、気が重たいです。 

松本 良二会員 

昨日は完封勝ち。今日は嫁さんの誕生日。めでたい

なぁ！藤田さん、僕のための卓話、楽しみにしてい

ます。 

中村 善夫会員 

和歌山北ＲＣ白杉様、明楽様、ようこそお越しいた

だきありがとうございます。本日第 1 回クラブ協

議会よろしくお願い致します。 

内藤 和起会員 

藤田さん、卓話よろしく。「認知症について」って、

私、絶対聞いておかないと（母でなく私の為に）い

けないのにどうしても欠席です。また教えて下さい。 

小形 みちる会員 

本日は北ＲＣの白杉様、明楽様ようこそお出で頂き

ました。よろしくお願い致します。藤田会員、この

後の卓話、介護代表で頑張ってネ！ 

梅田 千景会員 

毎年、年 1 度の観劇と、短大時代の友人との食事会

に東京へ行って来ました。毎年元気に皆に会える事

に感謝です。 

當仲 清孝会員 

和歌山北ＲＣ白杉様、明楽様、ようこそお越し頂き

ました。ごゆっくりなさって下さい。藤田さん本日

卓話よろしくお願いします。 

本本日日合合計計額額  3344,,000000 円円      今今年年度度累累計計額額 11,,117755,,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      33,,000000 円円    今今年年度度累累計計額額  115599,,550000 円円  

掛掛下下  吉吉三三会会員員  内内藤藤  和和起起会会員員  中中村村  善善夫夫会会員員  

＊＊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  113399,,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                    今今年年度度累累計計額額    110000,,113344 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 5月 11 日(月)    クラブフォーラム 第 4 回「Ｉ．Ｄ．Ｍ．

発表」 各班長 R 情報・規定委員会：

桝谷 知樹委員長 

和 歌 山 5月 12 日(火) 和歌山東 RC との合同例会  

「障がいの社会モデルとは」  

弁護士 長岡 健太郎 さん 

和歌山東南 5月 13 日(水) 

18:30～ 

外部卓話 

紀三井寺 副住職 前田泰道様 

和 歌 山 西 5月 13 日(水) 40 周年記念例会に際して  

リーダー 西溪 40 周年委員長 

和 歌 山 東 5月 12 日(火) 14 日（木）の例会を変更 

和歌山ＲＣとの合同例会 

於：ダイワロイネットホテル和歌山４Ｆ 

和歌山城南 5月 14 日(木)  クラブフォーラム「Ｉ.Ｄ.Ｍ.発表 ④」 

テーマ:会員増強について ―目標４５人 

和 歌 山 南 5月 15 日(金) 和歌山大学 地域創造支援機構 

特任助教 長曽我部 まどか 様 

和 歌 山 中 5月 15 日(金) フリートーキング 

◎サイン受付 

和 歌 山 東ＲＣ：5 月 14 日（木）12:00～12:30 

ルミエール華月殿 

和 歌 山 西ＲＣ：5 月 20 日（水）12:00～12:30 

ラヴィーナ和歌山  

和 歌 山 北ＲＣ：5 月 25 日（月）12:00～12:30 

ルミエール華月殿 

◎休 会 

和 歌 山 西ＲＣ：5 月 20 日（水） 

和 歌 山 南ＲＣ：5 月 22 日（金） 

和歌山東南ＲＣ：5 月 27 日（水） 

Ｓ.Ａ.Ａ.報告  【3 つの箱】 


