
 

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。 

本日は大野会員の卓話です。

いつもユーモアたっぷりの大

野会員ですので、楽しい卓話

をお聞かせ願えるかと思いま

す。よろしくお願い致します。 

さて、先日地区ガバナーより、6 月 27 日(土)、地

区役員やパストガバナー、地区内会長等で今期の最

後の慰労懇親会を企画されている旨のご連絡を頂き

ましたが、その場にアゼリアバンドの出演を打診さ

れました。先日のワンワン街頭募金にもガバナー自

身ご協力頂き、また私達のクラブにも大変好印象を

持って頂いております。私達もロータリーの友情、

また私達クラブの今後の発展を願い、参加すること

に決定致しました。 

話は変わりまして、私の毎週の会長報告は、殆ど話

す内容を決めずにやってきました。 

私達クラブには大変話の上手な方もいらっしゃいま

す。私もアドリブの効いたスピーチが出来るように

なる為、自分に課する意味であえてチャレンジして

きました。 

その為、随分中途半端な報告の日も少なくありませ

んでした。ご迷惑をおかけして申し訳ございません

でした。 

しかし、ロータリー活動には、委員会報告や卓話等、

多くの人前で話す経験のできる、貴重な機会がたく

さんございます。苦手な方も、今後どんどんチャレ

ンジして頂き、自らの成長につなげて頂ければと感

じております。 

 

 

5 月 24 日(日)に実施しました和歌山市駅前の清掃

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  

 

２０１4-１5 年度 

アゼリアＲＣのテーマ 
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≪ 本日の例会    6 月 8 日（月）≫ 

▼第 748 回例会 （例会時間 30 分延長） 

☆次年度第 2 回クラブ協議会（全員参加型） 

  「委員会活動計画の発表」 

≪ 次回の例会    6 月 15（月）≫ 

▼第 749 回例会  

☆内部卓話 

 「～一年を振り返って～」 井上 晴喜 会長 

≪ 前回の例会記録 6 月 1 日（月）≫ 

▼第 747 回例会   

○ロータリーソング  奉仕の理想 

 ○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   6 月 1 日 26/32 名 81.25％ 

前々回修正出席  5 月 18 日  31/33 名 93.94％ 

メーキャップ   2 名 



奉仕活動の様子が読売新聞と、

わかやま新報に掲載されてい

ます。回覧しますのでお目通

し下さい。 

和歌山東ＲＣの例会場が、次

年度７月よりルミエール華月

殿からダイワロイネットホテルに変更になるそうで

す。こちらも回覧します。 

先週お願いしました、ネパール地震義援金は

14,017 円集まりました。ネパールのカトマンズロ

ータリークラブと交流の深い、2640 地区の橋本ロ

ータリークラブを通じて、被災者の皆様にお届けす

るそうです。ご協力ありがとうございました。 

 

 

◎RI より「会員表彰」 

クラブ管理委員会        中村 善夫 理事 

国際ロータリーのプログラム

「新会員推薦者の為のプログ

ラム」が新設され、新会員推

薦者をＲＩに申請させて頂き

ました。このプログラムは新

会員の勧誘に貢献した会員を

称えるために国際ロータリー理事会が承認した新し

いプログラムです。これにより 2013 年 7 月 1 日

以降にロータリーに入会した新会員の推薦者に、認

証ピンと裏当てが贈呈されます。 

裏当てには、推薦した新会員の人数に応じて異なる

色が使用されます。 

新会員を一人推薦した正会員には、襟ピンのほかに

ブルーの裏当てが贈呈され、推薦した新会員の数が

増えるにつれて違う色の裏当てが贈られます。 

新会員 1 名推薦はブルー、2～3 名はブロンズ、４

～5 名はシルバー、６名以上はゴールドとなります。

ただし、推薦者が複数の場合登録は 1 名のみとな

ってしまいます。 

今回、梅田千景会員をご推薦下さいました井上会長

を推薦者として申請させて頂きました。 

それでは、ＲＩより井上会長に認証品が届いており

ますので、前の方にお出で下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎職業分類・会員選考・ロータリー情報委員会 

白神 修次委員長 

本日例会終了後に、フレッシ

ュ会員（入会３年未満）研修

会を開催します。井上会長、

中村エレクトも出席されます。

該当している６名の方（小阪

会員・見村会員・森会員・内

藤会員・梅田会員・藤田会員）はご参加の程お願い

いたします。 

 

◎親睦活動委員会       大野 治朗委員長 

本日ボックスに６月 22 日の

最終夜間例会の案内を配布し

ています。出欠のお返事をよ

ろしくお願い致します。会費

は徴収致しませんが、なるべ

くキャンセルの無いようお願

いいたします。 

委員会報告 



◎ゴルフ同好会     世話役 掛下 吉三会員 

明日６月 2 日（火）は、貝塚

コスモスＲＣとの合同ゴルフ

コンペです。 

場所は泉南カントリーではな

く、泉佐野カントリークラブ

です。9 時半現地集合です。

くれぐれも遅れないように、時間厳守でお願いしま

す。 

 

 

◎「私の 50 年前の趣味」    大野 治朗会員 

昔の話ですが、オーディオ

が好きでした。音楽が好き、

歌が好きというよりも、

「音」が好きなんです。 

きっかけは中学生の頃に買

ってもらったラジオキット

真空管式のシンプルなアンプで組立て終わってスイ

ッチを入れ、音が出ると嬉しかった。決して良い音

ではなかったと思うが、そのアンプに自分なりにト

ーンコントロールを付けたり、ラウドネスコントロ

ール（高音、低音を増強するスイッチ）などを組込

んだりして色々試す事が楽しかった。真空管アンプ

は熱が出やすく、長時間かけていると音がぼやけて

きたり、ハムが入って聞きづらくなってくる事もあ

った。その後アンプはソリッドステート（トランジ

スター）に変わり、音の立ち上がりが良くなりブラ

ウン管ＴＶの様にタイムラグも無くなり安定した音

質に変わってきた。 

その後、良い音を求めヒマがあれば日本橋の電気街

を歩いて回った。当時の日本橋はオーディオ機器を

単体で売っている店も多かった。そんな店は客もあ

まりいなく、手持ち無沙汰の店員さんも色々教えて

くれた。その店員さんと話をするのも楽しかったで

すね。こんな音が好きと言うポリシーがあるので違

ったメーカーや機器をいくつも試聴しました。 

当時はＣＤなども無く、レコードかテープで、プレ

ーヤーはパイオニアとかオーディオテクニカが多か

った様な気がします。でも音の良し悪しを決めるの

はアンプとスピーカー。特に、スピーカーの影響は

大きいと思います。プリメインアンプやパワーアン

プなどはやはり価格の高いものの方が良い音に感じ

ました。 

当時よく売れていたメーカーは「サン トリ パイ」。

サンは、サンスイ。元々電源トランスのメーカーで

す。トリは、トリオ。今のケンウッドでチューナー

に定評があったメーカーです。パイは、パイオニア。

元々スピーカーが強い会社です。音の傾向としては、

サンスイは厚みのあるしっかりとした音。トリオ

（ケンウッド）は、音質は少しやせた音。パイオニ

アは一見聞くと「良い音だな」と思う様な、万人向

けの音作りがうまいです。もちろん他のケーカーも

色々アンプを作っていましたが、サンスイの音に惹

かれ少し高かったのですが張りこみました。 

最後はやっぱりスピーカーです。大きなボックスの

中に直径 40ｃｍのウーハー（低音用）、上質なスコ

ーカー（中音用）、高域のよく出るホーン型のトゥ

イター（高音用）をパイオニアで取り揃えました。

音質を考えて 3 ㎝厚のバーチクルボード補強材、

吸音材、時間をかけて高さ 1.7M、巾 0.9M、奥行

き 0.6M の Box を 2 台完成させました。下は 5 ㎐

～上は 35,000 ㎐人の可聴範囲を超えた再生音。ど

んな音が出るのやら、コードやネットワークにもこ

だわり、細かいところまで気を使いました。部屋の

中ではタンス位の大きさです。パワースイッチを入

れ、レコードに針を落とすとワクワクします。ボリ

ュームを上げ、スイッチを入れて最初にかけた曲は

伊東ゆかりの「小指の思い出」でした。すばらしい

音、しびれます。今までの曲とは違った様に感じま

した。ただ、少しボリュームを上げると田舎の家で

すが、窓のサッシやガラスがビビるんです。 

母親が何事かと飛び込んで来たのを思い出しました。

日本橋の店員が言ったのを今でも忘れません。「そ

こまで凝ってどんなジャンルの曲を聴くの？」「そ

やなぁ～歌謡曲か演歌やなぁ～」「その位だったら

そこまで凝らんでもええん違うん？」 

クラシックかジャズとでも言えばよかったんか

な・・・ 

でも素晴らしい音で歌謡曲を聴くのは良いですよ。

内部卓話 



何十年かぶりに久々に田舎へ帰り、想い出の部屋に

入ると自慢のスピーカーはカビだらけ。コーンも半

分破れ、無残な姿をさらけ出していました。 

 

 

＊ニコニコ箱 

さつき会より 

5 月 28 日に開催されましたさつき会会費の残金を

ニコニコへということで頂戴しました。ありがとう

ございます。 

和歌山北 RC 白杉 武志様 

（4 月 23 日に開催されたＩ.Ｍホストの和歌山北

ＲＣ白杉様より頂戴しました。） 

アゼリアＲＣの皆様、Ｉ.Ｍ.では９ＲＣの中で一番

多く出席して頂き、大会を盛り上げて下さり本当に

ありがとうございました。 

野村さんへ 

Ｉ.Ｍ.の折はお世話になりました。本当にありがと

う！！ 

井上 晴喜会員 

大野さん、卓話楽しみです。あと１か月、頑張りま

す。 

藤田眞佐子会員 

もう６月です。早いです～。後半頑張ります。 

栗山  久会員 

大野君の卓話なので無理して出席しました。この頃

おかしな夢を見るので、お祓いが必要なのかなぁ？ 

中村 善夫会員 

大野さん、頑張って下さい。楽しみにしてます。 

小形 みちる会員 

大野さん、この後の卓話楽しみにしていました。よ

ろしくお願い致します。 

 

本本日日合合計計額額  3311,,000000 円円      今今年年度度累累計計額額 11,,333300,,226688 円円  

 

＊＊ロローータタリリーー財財団団  

藤田眞佐子会員 中村 善夫会員  

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  118833,,550000 円円  

  

＊＊米米山山奨奨学学  

藤田眞佐子会員 中村 善夫会員  

本本日日合合計計額額        77,,000000 円円      今今年年度度累累計計額額  116600,,550000 円円  

 

ワンワン街頭募金 

本本日日合合計計額額                    00 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 6月 8 日(月)    卓話「マイナンバー制度の概要について」 

和歌山税務署 署長 岡本 一郎様 

和 歌 山 6月 9 日(火) 「消臭力」 エステートレーディング（株） 

部長 藤田克己さん 課長 山上正勝さん 

和歌山東南 

18：30～ 

6月 10 日(水) 年間活動報告① 委員会 

和 歌 山 西 6月 10 日(水) ライラセミナーに参加して 

和歌山大学留学生の皆様 

和 歌 山 東 6月 11 日(木) 卓話「日本神話を訪ねて」産経新聞和歌

山支局 次長 小畑 三秋 さん 

和歌山城南 6月 11 日(木)  会員卓話  「相続の節税について」 

溝上 裕章 会員 

和 歌 山 南 6月 12 日(金) 「１年を振り返って」 島村 辰彦 会長 

和 歌 山 中 6月 12 日(金) フリートーキング 

 

◎サイン受付 

和 歌 山ＲＣ：6 月 16 日（火）12:00～12:30 

        6 月 30 日（火） 

        ダイワロイネットホテル和歌山 

和 歌 山 南ＲＣ：6 月 19 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：6 月 22 日（月）12:00～12:30 

ルミエール華月殿 

和歌山東南ＲＣ：6 月 24 日（水）12:00～12:30 

ルミエール華月殿 

和 歌 山 西ＲＣ：6 月 24 日（水）12:00～12:30 

ラヴィーナ和歌山 

和 歌 山 東ＲＣ：6 月 25 日（木）12:00～12:30 

        ルミエール華月殿 

◎休  会 

和歌山南ＲＣ：6 月 26 日（金） 

和歌山北ＲＣ：6 月 29 日（月） 

Ｓ.Ａ.Ａ.報告  【3 つの箱】 


