
 

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。 

本日は雑誌・広報・IT 委員会

による Facebook についての

フォーラムです。近年よく耳

にされるかと思いますが、今

期、当クラブでも事業や例会

の様子を発信しています。あまりご存知ではない方

もたくさんいらっしゃると思います。このフォーラ

ムで少しでも得るものがあれば幸いです。よろしく

お願い致します。 

さて、先週のワンワン街頭募金、皆様お疲れ様でし

た。たくさん取材にもお越し頂き、読売新聞様、和

歌山新報様には内藤会員とワンちゃんの写真と共に、

記事として掲載して頂けました。ありがとうござい

ました。 

続きまして、先日地区決議にて決定いたしました次

期地区ガバナーに対する勧告ですが、残念ながら何

のリアクションも無いそうです。改めて地区内クラ

ブから、RI に対し善処要望を行うにあたり、まず

は和歌山市内 9RC の連名で案内を発信したいとの

連絡が入りました。急を要しましたので電話にて理

事、役員にお伺いしましたところ、連名させて頂く

事で承認されました。 

最後に私事ですが、ここ最近父の容体が芳しくあり

ません。今期残すところもまだ多くの事業等をお願

いしているのですが、何かとご迷惑をおかけするか

もしれません。申し訳ございません。副会長にもお

願いしておりますが、極力頑張りますので、ご了承

下さいませ。 

 

 

ガバナー月信を回覧します。それと、街頭募金の記
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≪ 本日の例会    5 月 25 日（月）≫ 

▼第 74６回例会 （例会時間 30 分延長） 

☆第 5 回クラブ協議会（全員参加型） 

 「委員会活動報告の発表」 

 

≪ 次回の例会    6 月 1 日（月）≫ 

▼第 74７回例会  

☆内部卓話       大野 治朗会員 

  

≪ 前回の例会記録 5 月 18 日（月）≫ 

▼第 74５回例会   

○ロータリーソング  日も風も星も 

 ○ビジター紹介   

  ○ゲ ス ト 紹 介 

 ○出 席 報 告  会員数 33 名（内出席免除 2 名） 

本 日 の 出 席   5 月 18 日 29/33 名 87.88％ 

前々回修正出席  4 月 27 日  31/32 名 96.88％ 

メーキャップ   3 名 



事が読売新聞と、わかやま新

報に載っておりましたのでこ

ちらも回覧します。 

最後のワンワン募金を回しま

すのでご協力お願いします。

次週例会は全員参加型の今年

度最後のクラブ協議会です。一年間の委員会活動報

告を発表していただきます。必ず、今年度配布して

おりますクラブ活動報告計画書の冊子をご持参くだ

さい。 

また、今週末２３日土曜日はＩＭがホテルアバロー

ムで開催されます。第 1 部の講演が 15 時～ 第２

部の懇親会が 17：10～となっております。受付は

14：30 分からです。ご参加よろしくお願い致しま

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６月度プログ

ラム予定表を配布しています。

6 月 1 日は大野会員の内部卓

話です。８日は次年度クラブ

協議会（全員参加型）です。

例会時間が 30 分延長になり

ます。15 日は井上会長の「一年を振り返って」の

内部卓話です。22 日は今年度の最終夜間例会です。 

◎社会奉仕委員会       鹿嶋 克子委員長 

5 月 11 日のワンワン基金街頭

募金活動ではご協力いただき

有難うございました。 

アゼリアより 20 名と、日本

ライトハウスよりお声をかけ

ていただいたボランティアの

みなさんのご協力により、１８２，８０５円の浄財

が集まりました。 

今期一年間の例会での寄付額と、社会奉仕委員会か

らの寄付と併せて公益社団法人日本ライトハウスに

贈呈させていただきます。 

寄付金は、6 月 13 日（土）に、日本ライトハウス

盲導犬訓練所へ見学を兼ねて持参する予定でござい

ます。つきましてはご案内を本日ボックスに配布さ

せていただいておりますので、お目通しいただきま

して、出欠のお返事をお願いいたします。 

◎職業奉仕委員会       岡本 嘉之委員長 

本日ボックスに裁判所見学の

案内を配布しています。 

見学日は 6 月 9 日火曜日です。

和歌山地方裁判所（和歌山中

央郵便局の隣になります）に、

現地集合です。2 時 10 分から

裁判が始まります。事前にご説明があるそうですの

で、13 時 50 分にロビーに集合してください。 

詳しくは案内をご覧いただき、出欠のお返事をよろ

しくお願い致します。案内には集合時間が 14 時と

なっておりますが、13 時 50 分に集合してくださ

い。 

◎地区 クラブ友好推進委員長会議の報告 

                松本 良二理事 

5 月 16 日、地区クラブ友好推

進委員長会議に出席してきま

した。33 クラブが出席してい

ました。IM3 組からは 3 クラ

ブ（和東、和歌山、アゼリ

ア）だけでした。和歌山ＲＣ

垂井一会長の「チェンジ！隣の人に語りかけよう」

をテーマに卓話がありました。その後グループセッ

ションに入り「親睦」をテーマに各クラブが発表し

ました。私は、アゼリアＲＣは平和で常に笑顔で親

睦を深め奉仕に繋げていることを発表し、ワンワン

街頭募金の事も語ってきました。昨今の地区の状態

をアゼリアは大変憂慮し、心を痛めていることも伝

えました。 

◎ゴルフ同好会     世話役 掛下 吉三理事 

5 月 16 日開催の I.M.第 3 組

親睦ゴルフ大会の報告 

参加人数は２８名でした。朝

から雨模様の中、アゼリア RC

から山田会員、岡本会員、西

出会員、私と４人で参加致し

ました。各クラブの皆さんと、そこそこ親睦を計れ

委員会報告 



ました。受賞の方は山田会員が栄えあるブービー賞

を獲得し、私がニアピン賞 1 つ獲得でした。ただ、

残念なのは市内９ＲＣのうち、４クラブが不参加で

年々寂しくなってきています。次年度は全クラブが

参加してほしいものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎雑誌・広報・IT 委員会   松本  博委員長 

ロータリーの友地区便り 5 月

号の読みどころを紹介 

横組み記事 

・友愛の家 Ｐ3 ＲＩ指定記事 

ＲＩ会長 黄其光 

・ポリオ撲滅 撲滅活動の最新

事情 Ｐ7～17 

・拓け、若者の未来を――独自の奨学金を持つクラ

ブ① P12-17 

・ロータリーデー P18-23 国際ロータリー会長の

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。 

・心は共に 東日本大震災 Ｐ24-25 

・ＯＢ会で絆をいつまでも Ｐ30-31 

・第 13 回 日韓親善会議へのお誘い ～更なる交流

と親睦 Ｐ33 

・Rotary いま…… Ｐ39 

縦組み記事 

・見えないから見えたもの Ｐ4-8  

岡山県立岡山盲学校講師 竹内 昌彦 

・わがまち･････そしてロータリー P9-12 

・友愛の広場／バナー自慢 Ｐ13-17 

・ロータリー・アット・ワーク Ｐ22-31  

 

雑誌・広報・IT 委員会      山田 茂 理事 

◎「facebook について」 

2014 年 9 月に、和歌山ア

ゼリアＲＣの facebook を

立ち上げました。当クラブ

で facebook を利用してい

ない方にも、より身近に感

じていただけるよう本日は

「facebook について」からご説明をさせていただ

きます。 

1.facebook について 

・ＳＮＳって何？／facebook って何？／Twitter

って何？／LINE って何？ 

・Facebook・Twitter・LINE のここが危険 

2.facebook を使ってみょう 

・今の例会場の写真を撮影して、今から実際に

facebook に投稿してみます 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブフォーラム 

5件 



リアルタイムで今、いいね！が 5 件押されました。

井上会長、森会員、小形会員、北野会員などが押し

てくれています。 

 

まだ、facebook を利用されていない方で興味のあ

る方は、詳しい説明の資料がございますのでお持ち

帰りください。 

 

 

＊ニコニコ箱 

井上 晴喜会員 

山田さん、素晴らしいフォーラム期待しております。 

安宅 浩一会員 

本日、お誕生祝いありがとうございます。出張の為

例会を欠席してすみません。今年で 55 歳になりま

す。これからも一層頑張ります。 

後和 信英会員 

お誕生お祝いをありがとうございます。 

栗山  久会員 

6 月 2 日の貝塚コスモスＲＣとの合同ゴルフコンペ、

参加しようと思いましたが検査と体調不良の為、次

回にさせてもらいます。罰金です。 

内藤 和起会員 

5 月 13 日付のわかやま新報にワンワン募金の記事

と写真が掲載されてました。賢く協力してくれた盲

導犬のエピーと私と、たまたまですが従業員さんで

した（笑） 

小形 みちる会員 

山田さん、本日のフォーラムを機会にＦ・Ｂの友達

申請しますので承認お願いします。 

田原 サヨ子会員 

5 月 16 日学校法人田原学園慶風高等学校創立 10

周年記念の FunｘFun コンサート、式典、パーテ

ィーがおかげで大盛大に、そして無事に終えること

が出来ました。ありがとうございました。 

山田  茂会員 

先日の市内 9ＲＣ親睦ゴルフコンペ・・・89 点で

したが、成績は「ブービー」。賞金 1 万円頂きまし

たので～ 

吉岡 惠美会員 

お誕生のお祝いありがとうございます。もうすでに

バースデーを忘れてしまいたい年になりましたけれ

ど・・・ 

 

本本日日合合計計額額  5533,,000000 円円      今今年年度度累累計計額額 11,,228855,,226688 円円  

  

＊＊ロローータタリリーー財財団団  

内藤 和起会員 田原 サヨ子会員 

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  117788,,550000 円円  

  

＊＊米米山山奨奨学学  

田原 サヨ子会員 

本本日日合合計計額額    44,,000000 円円        今今年年度度累累計計額額  115533,,550000 円円  

 

 

ワンワン街頭募金 

本本日日合合計計額額    1166,,557711 円円    今今年年度度累累計計額額    229999,,551100 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 25 日(月)    例会変更 休会 

和 歌 山 5月 26 日(火)  「経営者のためのメンタルヘルス問題」

（株）総合心理研究所 

代表取締役 秋山 幸子 さん 

和歌山東南 5月 27 日(水) 休会 

和 歌 山 西 5月 27 日(水) ゲスト卓話～創立 40 周年記念例会～ 

ご家族参加Ｄａｙ♪和歌山大学観光学

部 観光学研究科 特任教授 青木義

英先生（東京日本橋西 RC） 

リーダー 西溪 40 周年委員長 

和 歌 山 東 5月 28 日(木) 卓話 「この 1 年をふりかえって」

 吉田 篤生幹事 

和歌山城南 5月 28 日(木)  休会 

和 歌 山 南 5月 29 日(金) 内部卓話  

栗本 勝彦 会員 / 畠中 健 会員 

和 歌 山 中 5月 29 日(金) 第 3 回 クラブ協議会 会長・幹事 

 

◎サイン受付 

和 歌 山 北ＲＣ：5 月 25 日（月）12:00～12:30 

ルミエール華月殿 

Ｓ.Ａ.Ａ.報告  【3 つの箱】 


