
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨日、井上前会長のお父さんのお

葬式にお参りさせて頂きました。

もう 7、8年前位だったと思います

が、井上さんのお父さんのご依頼

で仕事をさせて頂きました。5、6

回お会いして打ち合わせをした憶えがあります。「実

直」を絵に描いたような方でありました。昨日の祭壇

の前のお写真はその当時のままで「そうそう、このお

顔だ」とすぐにわかりました。なんだか涙が出てきて

止まりませんでした。ご冥福をお祈り致します。 

⑴読み書きの学習困難（ディスレキシア）について 

 以前、卓話で少しお話させていただいたので覚えて

いる方もいらっしゃるかと思いますが、私には少し学

習障害があることが最近わかりまして、まずそこから

はじめたいと思います。普通、人は文字を読むとそれ

を音に変えて、その音に意味を与えます。頭の中で文

字⇒音⇒意味、となりますが、文字が人類に出てきた

のは約 5千年位前だそうで、人類はそれ以前、約 5

万年位前より、文字はないけど音（言葉）に意味を与

えて生活していたと言われておりまして、今でも生ま

れてきた子供は障害がない限り、親や周りの人との交

流の中で自然と話をし、他者との意思疎通ができます

が、文字を覚えるのにはそれなりの教育をしなけれ

ば、それを使うことが出来ません。ある意味、音⇒意

味への変換については教育をしなくても本能的に習得

ができます。ただし、ある一定の年齢までに言葉を聞

いて意味を知るという行為をしないとやはり話をする

のは難しくなるそうです。それに対して、文字⇒音⇒

意味への変換については脳の中での伝達について人に

よって、その能力に随分と差がある。そら 5千年と 5

万年の違いであります。文字⇒音⇒意味への変換が上

手くできない人は日本では 10人に 1人か、20人に

*  会長報告   中村 善夫 会長  * 

 

 

 

お世話になります。 

 

お忙しい時期ですが、ひと息ついて頑張りまし

ょう(^^♪ 

 

楽しみにしております。 

 

さたけ 

 

 

ＲＩ会長 K.R. ラビンドラン  

 

 

ロータリーを通じて『学び』 
そして『自己改革』を 
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[例会日] 毎週 月曜日 12：30～13：30 
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＊ 本日の例会   7 月 27 日（月）＊ 

▼第 753 回例会  

☆移動例会     於：和歌山県書道資料館 

☆内部卓話         内藤 和起 会員 

「後々の為にもならない和菓子の話」 

☆前年度 ロータリー財団・米山奨学会 

クラブ寄付達成者表彰 

☆ニコニコ箱貢献者表彰 

＊ 次回の例会   8 月 3 日（月）＊ 

▼第 754 回例会  

 ☆誕生会 

 ☆内部卓話         田原 サヨ子 会員 

  「徒然
つれづれ

なるままに」          

＊ 前回の例会記録 7 月 13 日（月）＊ 

▼第 752 回例会   

○ロータリーソング   Ｒ-Ｏ-Ｔ-Ａ-Ｒ-Ｙ 

○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 3名） 

本 日 の 出 席   7月 13日 25/31名 80.65％ 

前々回修正出席  6月 22日  31/33名 93.94％ 

メーキャップ   1名 



1人、ここにお集まりの中で、私以外にもう１人位い

てもおかしくない割合で存在するそうです。 

私の場合、今でも調子が悪いと本なんか読んでいても

文字が上滑りしてしまい（この感覚が分からない人は

ディスレキシアではないと思います。）なかなか本の

書いている内容がしっくりと頭に入ってこないことが

多々あります。ですから、雑誌なんかを読んでいて

も、3ページか 4ページ読むと、ちょっと休憩が入っ

てしまいます。うちの奥さんなんか私と正反対ですか

ら、本なんか読むと横で見ていても読むという行為に

入りこんでるなぁと感じることが多々あります。 

⑵他者の事を考えることの難しさ 

 なんで、こんな話をするかと言いますと、うちの子

供にも私の体質が遺伝しているようでありまして、読

み書きが他者より遅い。しかし、外から見ると明らか

に障害があるようには思われませんでした。ここが、

ディスレキシアのやっかいなところでありまして、外

から見ると普通の人と全然違いがありません。なの

に、文章の読み書きをみんなと同じにやっていくには

結構な学習時間がかかります。うちの子供なんかは人

の倍はかかると思います。でも、やればなんとかなる

わけです。そうすると、周囲からは怠け者とか、頭が

悪いなどと思われてしまいます。実際、私も自分の子

供に結構ひどい言葉をよく言っておりました。いつも

一緒に生活している自分の子供に対してでも、親であ

る私が、子供が何に悩んでいるのか、苦労しているの

かが分からなかった。だいたい、自分が軽いディスレ

キシアだろうと分かったのはここ 2年位前ですか

ら。他者を理解することの難しさをしみじみ感じる今

日この頃であります。以上のことから、他者との付き

合いを考える上で、「祝婚歌」の詩の内容が大事なの

ではないかと考えて、先週の会長の所信表明に、この

詩をご披露させていただきました。本日の報告事項は

ございません。 

 

 

回覧物３点あります。「済州日出

ＲＣからの会報誌」、「ロータリー

の友電子版のご案内文書」、「ロー

タリー全国囲碁大会のご案内」で

す。来週は祝日休会です。２７日の例会は前会員の貴

志さんの「和歌山県書道資料館」へ移動例会となりま

す。お弁当の手配がありますので、欠席される場合は

23日（木）までに事務局へご連絡お願いします。 

 

 

直前会長 井上 晴喜会員 

第 17期（2014-15年度）の会計

報告をボックスにて配布しており

ます。前年度会計監査の北畑会員

より、7月 6日(月）に、「2014～

15年度のクラブ会計」の帳票類等

の監査を行い、収入、支出決算報告書は適正であると

認められましたので、ご報告させて頂きます。お目通

し頂きまして、何かご不明な点などがございましたら

前年度会長幹事までご連絡下さい。 

 

 

前年度出席・プログラム委員会  北畑 米嗣委員長 

井上年度例会において 100％出席

者の表彰をさせていただきます。

お名前をお呼びしますので、前の

方においで下さい。 

安宅会員・後和会員・井上会員 

掛下会員・北野会員・小阪会員・松本良二会員・小形

会員・田原会員・當仲会員・吉岡会員 です。 

前年度井上会長より表彰状と記念品の授与 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会奉仕委員会        栗山  久 委員長 

*  幹事報告   北野 敏夫 幹事  * 

 

 

 

お世話になります。 

 

お忙しい時期ですが、ひと息ついて頑張りまし

ょう(^^♪ 

 

*  前 年 度 決 算 報 告 * 

 

* 前年度例会 100％出席者表彰 * 

 

*   委 員 会 報 告   * 

 



昨年に引き続き、今年度もワンワ

ン募金箱を回させていただきま

す。一年間どうぞご協力の程お願

いいたします。 

 

雑誌・広報・ＩＴ委員会    田原 サヨ子 委員長 

「ロータリーの友」７月号地区だ

より 

今年度ＲＩ会長のメッセージや各

地区ガバナーの紹介等が掲載され

ています。ボックスに配布してい

る読みどころの紹介を参考にお読み下さい。 

 

 

クラブ奉仕委員会          藤田眞佐子 常任委員長 

本年クラブ奉仕委員会の常任委員

長として任命を受けました。何も

わからない私ですが、嬉しい事に

出席プログラム、クラブ会報、親

睦活動と３部門の委員長は超ベテ

ラン委員長です。この３部門の委員長に教えて頂き、

中村会長の「学び」の精神で精一杯頑張っていきます

ので宜しくお願い致します。さて、クラブ奉仕はアゼ

リアＲＣの対内的奉仕としてクラブを円滑に機能さ

せ、また充実させるために、出席プログラム、クラブ

会報、親睦活動と３委員会を持って奉仕活動を行いま

す。私は、常に３委員長と連携を取りながら、３委員

長各々の活動方針と事業計画をスムーズに達成出来る

よう、仲良く楽しく活動を行っていきます。お気付き

の点等ありましたら、どんな事でもお話下さい。本年

一年間、役責を果たさせて頂きたいと思っておりま

す。宜しくお願い致します。 

職業奉仕委員会          岡本 嘉之 常任委員長 

今期、職業奉仕委員会の常任委員

長を務めさせていただきます。昨

年に引き続き今年度も会員名簿の

作成や職業奉仕に資する為の企業

見学の実施、外部卓話による啓蒙

等、少しでもクラブに貢献できるよう活動させて頂き

たいと思います。一年間よろしくお願い致します。 

社会奉仕委員会        内藤 和起 常任委員長 

この一年間、社会奉仕委員会は

「継続」「寄り添う心」「平等」を

キーワードに、委員協力と会員の

方々のご協力をお願いし乍ら、奉

仕活動が出来る事に感謝し、無理

なく楽しく活動して行く事を所信と致します。 

国際奉仕委員会   安宅 浩一 常任委員長 

私自身、入会してから国際奉仕部門

の理事は初めてになります。国際奉

仕は世界社会奉仕委員会・国際交流

委員会・ロータリー財団・米山記念

奨学会の 4部門に分かれていま

す。その中の世界社会奉仕（World Community 

Service ＝WCS）ですが、内容は、ひとつの国のひ

とつのクラブまたは地区が他の国のクラブに人道的な

援助の手を差し延べることです。窮極の目的は世界の

人々の間に善意と理解を築き上げることと書いてあり

ます。しかし、この世界社会奉仕（WCS）活動は

2011年以降ありません。考えてみるとこの年の 3月

に東日本大震災がありました。この時、世界中の善意

ある人々からこの災害に対しての支援活動が行われま

した。このような事例を踏まえて私も今年度の事業計

画に「ネパール大地震」に対しての支援活動を掲げま

した。4月 25日発生したこの災害に対して、国内で

はロータリー米山記念奨学会が第１回支援活動を 6

月 22日まで行い、約￥1190万の義援金を集めたと

載っていました。今後も継続的に行うものだと思って

いましたが、8月 31日までで一旦終了するとのこと

です。でもこの支援に関しましては今後も動向を監視

していきたいと思っています。次に国際交流ですが、

今年の３月に済州日の出ＲＣと姉妹クラブとして締結

しました。来年２月頃には済州日の出ＲＣを訪問する

予定です。そこで一人でも多くの方に参加していただ

き、より一層の親睦を深め、共同奉仕事業などを模索

出来ればと思っています。最後にロータリー財団、米

山記念奨学会についてですが、当初、地区からの要望

や中村会長からの方針もありましたが、現在地区も少

し変化しそうな感じになってきているようです。こち

らに関しても地区の動向を見据えながら活動していき

*   所  信  表  明   * 

 



たいと考えています。皆様、今年一年宜しくお願い致

します。 

会計               野村  伸 会員 

今期、会計を務めさせていただきます。会計の所信表

明といわれると困りますが、アゼリアに入会して今回

で、２回目の会計です。前回では会員５０名もあり、

予算的には何も心配はしていませんでしたが、今期は

非常に厳しいかと思われます。私、個人では何もでき

る事はないと思いますが、毎回、ニコニコが増える

様、祈りたいと思います。（笑）よろしくお願い致し

ます。 

Ｓ.Ａ.Ａ.             小阪  知 会員 

今期Ｓ.Ａ.Ａ.の大役を担当させて

いただくことになりました。入会

後１年あまりの未熟な私ですの

で、大役に身の引き締まる思いで

す。今期の活動方針は「例会をス

ムーズに進行すると共に、会員同士が等しく交流を深

めるための席の工夫や楽しい内容、喜んでもらえる食

事メニューを考え、ゲストビジターには居心地の良い

配慮に努める。」という事を掲げました。 

お忙しい中お集まりいただく例会を有意義な時間にな

るよう私なりのエッセンス（場が和むような小さなコ

メントやユーモアなど）を入れつつ、微力ではありま

すが努めさせていただく所存です。１年間よろしくお

願いいたします。 

 

 

中村 善夫会員 

藤田さん、岡本さん、内藤さん、安宅さん、大野さ

ん、野村さんの代わりの北野さん、小阪さん、所信表

明よろしくお願いします。 

北野 敏夫会員 

暑いです。皆様お体に気を付けて下さい。 

藤田眞佐子会員 

中村年度がスタートし、本日常任委員長の所信表明を

させて頂きます。これからも宜しくお願いします。 

井上 晴喜会員 

父の葬儀におきましては皆様からのご会葬並びにお心

遣いを賜り、有難うございました。 

小阪  知会員 

先日は緊張して随分噛んでしまいました。段々とスム

ーズになると思います。よろしくお願いします。 

坂部 美智子会員 

中村会長様はじめ役員の皆様、この一年間よろしくお

願いします。また、お誕生日のお祝い有難うございま

す。皆さんに祝っていただいて幸せです。元気で歳を

取りたいものです。 

本日合計額  33,000 円    今年度累計額 141,000 円  

＊ロータリー財団 

中村 善夫会員  坂部美智子会員 

本日合計額    3,500 円    今年度累計額   23,500 円   

＊米山奨学 

中村 善夫会員  坂部美智子会員 

本日合計額   3,500 円     今年度累計額 22,500 円   

 

 

＊ワンワン基金寄付 

本日合計額 15,723 円      今年度累計額 15,723 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 7月 27 日(月)  臨時総会  

 「前年度決算と本年度予算について」 

和 歌 山 7月 28 日(火) 「世論調査と政治」 毎日新聞編集局長

（元政治部長）小菅 洋人 さん 

和歌山東南 7月 29 日(水) 休会 

和 歌 山 西 

18：00～ 

7月 30 日(木) 

 

29（水）例会を臨時変更致 於「華新」 

『交換学生歓送迎会』 

スティファミリーをお招きして 

和 歌 山 東 

18:30～ 

7月 30 日(木) 例会時間変更 ホテルグランヴィア和歌山

屋上にて ビアパーティ 

和歌山城南 7月 30 日(木)  休会 

和 歌 山 南 7月 31 日(金) 8 月 2 日に例会を変更 

和 歌 山 中

午後 6：30～ 

7月 31 日(金) クラブフォーラム  プログラム員会 

 

◎サイン受付 

和 歌 山 西ＲＣ：7月 29日（水）12:00～12:30 

        ラヴィーナ和歌山 

和 歌 山 東ＲＣ：7月 30日（木）12:00～12:30 

        ダイワロイネットホテル和歌山 

和 歌 山 南ＲＣ：7月 31日（金）12:00～12:30 

        ダイワロイネットホテル和歌山 

*  Ｓ.Ａ.Ａ.報告 （3 つの箱）  * 

 


