
四つのテスト（言行はこれに照らしてから）Ⅰ.真実かどうか Ⅱ.みんなに公平か  Ⅲ.好意と友情を深めるか Ⅳ.みんなのためになるかどうか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 回目の会長報告です。ゴルフで

言うと第一球目のティーショット

を打ったばかりです。ＯＢか池ポ

チャか行方はわかりません。先は

長いです。 

先日の西出会員のお母様のお通夜、告別式にはお忙し

い中、皆様お参り頂き有難うございました。立派な美

しい祭壇が印象的でした。 

さて、先日市内９ＲＣ会長幹事会がございました。前

期のホストは当クラブでして中村前会長、北野全幹

事、ご苦労様でした。今年度は和歌山ＲＣさんがホス

トになります。まず、引継ぎ事業につきましては 

1.ＪＲ和歌山駅西口地下連絡通路の 9RC 合同掲示板  

については継続します。 

2.JR 和歌山駅前の花壇植替え作業は 11 月 6 日

（日）に行います。 

3.木潮会(和歌山編集責任者会)との懇親会について、  

日程を 8/24（水）か 8/31（水）にて今年度ホス  

トクラブの和歌山ＲＣさんが調整中です。場所はダ 

イワロイネットホテルを仮押さえ中です。 

4.周年行事については、本年度は 1 クラブです。 

和歌山ＲＣの創立 80 周年（4 月 22 日 於：ダイ

ワロイネットホテル和歌山）式典がございます。 

5.和歌山市内 9RC 合同ゴルフコンペは当クラブがホ  

ストクラブになります。開催時期、場所等はホスト  

クラブに一任されておりますので、ゴルフ同好会の 

掛下理事と相談しながら進めたいと思います。その  

節は、ぜひ多数のご参加をお願い致します。 

以上、会長報告を終わります。 

◇◇ 会長報告    大野 治朗 会長 ◇◇ 

  

国際ロータリー会長 ジョン F. ジャーム 

第 2640 地区ガバナー 福井 隆一郎 

 

 

奉仕と友情 
『 』 

 

 

会  長 ／ 大野 治朗 副会長 ／ 當仲 清孝  幹事 ／ 栗山  久 

会報委員／西出 隆一 田邊 和喜 多治川 仁 

[例会日] 毎週 月曜日 12：30～13：30 

[例会場] 和歌山市湊通丁北 2-1-2 ホテルアバローム紀の国 

[事務局] 和歌山市雑賀屋町 52 南方ビル２階 （〒640-8249） 

     TEL 073-435-3470 / FAX 073-435 -3472 

          E-mail：wa-az-rc@naxnet.or.jp 
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＊ 本日の例会   7 月 25 日（月）＊ 

▼第 794 回例会  

☆Ｒ財団･米山奨学会クラブ寄付達成者表彰 

☆ニコニコ箱寄付貢献者表彰 

☆所信表明（坂部会長エレクト・内藤ＳＡＡ） 

 

＊ 次回の例会   8 月 1 日（月）＊ 

▼第 795 回例会  

☆内部卓話 「会員増強について」 

  松本 良二会員 

  （RI2640 地区 会員増強・維持委員） 

 

＊ 前回の例会記録 7 月 11 日（月）＊ 

▼第 793 回例会   

○ロータリーソング   ＲＯＴＡＲＹ 

○ゲ ス ト 紹 介   

 ○ビジター紹介  

 ○出 席 報 告  会員数 32 名（内出席免除 3 名） 

本 日 の 出 席   7 月 11 日 23/29 名 79.31％ 

前々回修正出席  6 月 27 日  30/33 名 90.91％ 

メーキャップ   0 名 



 

来週 18 日は祝日の為休会です。

２５日の月曜日は夜間例会となり

ます。18：30 例会開始です。 

西出会員のお母様の会葬に際し、

西出会員より一言ございます。 

 

◎会葬のお礼           西出 隆一会員 

この度の亡母の葬儀に際しまして

は、 ご多用中にもかかわらずご

会葬いただき、またクラブより弔

電、献花も賜りまして有難く厚く

お礼申し上げます。おかげさまで

葬儀を滞りなく済ませることができました。これから

もどうぞよろしくお願い致します。 

 

 

2016-2017 年度 国際ロータリー第 2640 地区 

会員増強・維持委員会委員  松本 良二 会員 

情報規定委員会委員     中村 善夫 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎社会奉仕委員会        小阪  知委員長 

今年度の社会奉仕委員会の事業計

画であります、ワンワン募金箱を

回させていただきます。皆様どう

ぞご協力の程お願いいたします。 

 

◎職業奉仕委員会        岡本 嘉之委員長 

今年度の会員名簿のひな形を回覧

しますので、ご自身の所をご確認

いただきチェックをお願いしま

す。訂正がありましたらその旨ご

記入ください。 

◎雑誌・広報・ＩＴ委員会    白神 修次委員長 

ロータリーの友７月号の紹介 

縦書き３頁…「ロータリーの友」

誌のさらなる改革に向けて…色々

努力されています。 

7 頁…RI 会長メッセージ ロータ

リーにはポリオ撲滅という大きな目標があります。 

８頁…人類に奉仕するロータリー…私たちが目指すの

は、単にロータリアンの数を増やす事ではなく、ロー

タリーによる善き活動をより多く実現させ、将来にロ

ータリーのリーダーとなれるロータリアンを増やす事

です。 

32 頁…ガバナー紹介で 2640 地区の福井ガバナーの

記事。 

44 頁…ロータリー財団 100 周年を祝う…「世界でよ

いことをする」ための基金として誕生した。 

59 頁…今後、クラブごとに、これまでとは異なった

多くの例会パターンが生れることが予想されます。 

横書き４頁…地域医療の取り組み…歯科医師が地域医

療に取り組む様子、「地域医療への貢献」「他職種連

携」について書かれています。 

17 頁…認知症は怖くない。 

22 頁…堺東ＲＣの記事。29 頁…堺北ＲＣの記事。 

 

 

前年度出席・プログラム委員会  松本 良二委員長 

「中村年度例会において 100％出席者の表彰をさせ

ていただきます。該当者８名いらっしゃいます。 

安宅 浩一会員・後和 信英会員・井上 晴喜会員 

北野 敏夫会員・小阪  知会員・當仲 清孝会員 

田原 サヨ子会員・中村 善夫会員です。 

ちなみに入会依頼、100％出席されているのは、井上

会員、北野会員、小阪会員です。 

◇◇ 幹事報告    栗山  久 幹事 ◇◇ 

◇◇ 地区委員委嘱状の授与 ◇◇ 

◇◇  委 員 会 報 告  ◇◇ 

◇◇ 前年度 100％例会出席者表彰 ◇◇ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会計               掛下 吉三理事 

この度会計を拝命致しました。会計

の任務はすべての資金を管理保管

し、毎年 1 回及びその他理事会の要

求のある毎にその説明を行い、通常

その職に付随する任務を果たしま

す。一年間どうぞよろしくお願い申し上げます。 

クラブ奉仕委員会         吉岡 惠美理事 

クラブ奉仕部門の役目は、有意義な

例会プログラムを組み、楽しく有意

義な例会にする事、例会記録を残す

事、会員間の親睦を図る事、例会出

席を促し出席率を上げる事であると

認識しております。各部門協力しあって、一年間を充

実したものにしたいと思います。出席・プログラム、

クラブ会報の 2 委員会は構成員が 3 名ずつしかあり

ませんが、割と忙しい部門であります。特にクラブ会

報は例会ごとに写真を撮らなければいけませんし、原

稿集めも促さねばなりません。皆様、お話いただいた

折には速やかに原稿を事務局まで送るよう、ご協力を

ぜひともお願い申し上げます。今年度は昼間より夜間

の方が出席しやすいとの声をいくつか聞きましたの

で、平均月 1 回夜間例会を組み込みます。他クラブ

との合同例会や移動例会、例年のクリスマスやアゼリ

ア会等など楽しい企画を各委員会が協力して考えてく

れていますので、お楽しみに！各委員会とも５月から

委員会を開催し、活発に動き出しておりますので、半

ば安心しておりますが、とにかく、さらに楽しいクラ

ブ、和気藹々のクラブになるよう貢献したいと願って

おります。よろしくお願い致します。 

職業奉仕委員会          安宅 浩一理事 

今年度職業奉仕常任委員長に任命

されました安宅です。私自身、こ

の部門に携わるのは初めてになる

ので、早速、職業奉仕をネットで

調べてみました。すると各地区に

よって表現の仕方が若干違っていました。10 年位前

に 2640 地区で記載されていた内容は「職業奉仕とは

何か」ということに対して「職業奉仕を理解するには

ロータリー運動は倫理運動である」ということを理解

しなければならないと書かれていました。また 2660

地区のロータリー百科辞典には「職業奉仕とは職業を

通して社会のニーズをほぼ完全な形で満たせるよう努

力を重ねるということ。それによって自己の職業の品

位と道徳水準を高め、社会から尊重される存在にする

ことが出来る」と書かれていました。手続要覧にもこ

れと同じような内容の文書が記載されています。私自

身は「ロータリアンはそれぞれの職業を通じて人々に

奉仕し、高い道徳水準を保って下さい」と言うことだ

と考えます。これはロータリアンでなくても個々の会

社で既に取り組まれている所も多いと思います。今年

度は、独自の職業奉仕を出来ればと考えています。他

の委員会とも協力をし、地域に密着した会員それぞれ

の個性を活かせる奉仕活動を考えたいと思っています

ので、皆様、今年一年ご協力宜しくお願いいたしま

す。 

社会奉仕委員会          井上 晴喜理事 

今年度社会奉仕理事を仰せつかり

ました井上です。1 年間よろしく

お願いいたします。大野会長が掲

げましたクラブテーマは、私達に

最も必要なクラブ目標であり、社

会奉仕活動を行う上でも、是非念頭に置いておきたい

テーマです。それに加え、ロータリーの四つのテスト

を元に、活発な活動を行っていきたいと考えておりま

す。ロータリーには様々な社会奉仕活動ございます

◇◇  所  信  表  明  ◇◇ 



が、継続事業、新規事業共に、会員の皆様ができるだ

け参加しやすく、共に力を合わせて活動が出来、また

皆様で達成感を共有出来るような活動を計画しており

ます。皆様も例会だけではなく、可能な限り社会奉仕

活動に参加していただき、ロータリーライフを有意義

にしてければと思います。 

国際奉仕委員会          松本 良二理事 

世界社会奉仕委員会では、人道的支

援として衣食住が足りている日本は

さておいて、飢餓、貧困に苦しむ国

への支援を計画実践したいと思って

います。前年度の安宅委員長からの

引き継でもあるバングラディッシュへの支援なども検

討案件です。国際的支援になるので他クラブとの共同

事業も検討します。何年かに渡る継続事業になるかも

わかりません。とにかく調査研究から始めます。国際

交流委員会では済州日出ＲＣとの交流ですが、今年は

先方が訪問してくれる年になっていますが、来年は当

クラブ 20 周年を迎え 2 年連続来訪していただくこと

になるので、今年はインターネットで交流をして相互

理解を深めたいと思います。ロータリー財団委員会と

米山奨学会委員会は、みなさんに個人寄付のお願いと

米山奨学生が決まればカウンセラーを人選としてサポ

ートします。ロータリー財団の年次寄付は 200 ドル/

人、とポリオ寄付 10 ドル/人、7 月のロータリーレー

トは 102 円で毎月変動するみたいです。 

アゼリアでは、「ポリオ寄付全員達成」で理事会でも

承認して頂いていますので、是非ともよろしくお願い

します。 

 

 

大野 治朗会員 

2 回目です。これからです。 

栗山  久会員 

2 回目の例会でもう泣きが入ってる幹事。小形さん、

ＳＡＡ代理よろしくお願いします。 

内藤 和起会員 

秀才ＳＡＡ目指すと言いながらいきなり休んでごめん

なさい。展示会頑張ってきます。ミチルちゃん、ヨロ

シクです。 

小形みちる会員 

「ワキちゃんより上手にスムーズにやらんといてナ、

次トチったら目立つからよ―（笑）。よろしく♡」

と、メッセージもらったので「はーい！皆さんのご期

待に応えてカミカミでー」と返信しました。 

西出 隆一会員 

この度の母の葬儀にはクラブ皆様より沢山ご参列頂き

まして、ありがとうございました。 

本日合計額  12,000 円    今年度累計額 131,000 円  

＊ロータリー財団 

本日合計額      0 円    今年度累計額 15,500 円   

＊米山奨学 

本日合計額     0 円     今年度累計額 17,500 円   

 

   ワンワン基金寄付 

本日合計額    8,995 円      今年度累計額  8,995 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 24 日(日) 

 18:30～  

25 日の例会を変更  夜間例会 

 「港まつり花火例会」 於：港まつり会場 

和 歌 山 7月 26 日(火) 「第 2640 地区ガバナー公式訪問」  

第 2640 地区 ガバナー 福井隆一郎 さん 

和歌山東南 

 

7月 27 日(水) 

12:30～ 

会員卓話  

竹中昭美会員・赤在依美会員 

和 歌 山 西 7月 28 日(木) 27 日の例会を変更 夜間例会 

和 歌 山 東 7月 28 日(木) 「新入会員卓話」  

例会場変更  於：アバローム紀の国 

和歌山城南 7月 28 日(木)  ガバナー公式訪問 

福井 隆一郎 ガバナー（堺 RC） 

和 歌 山 南 7月 29 日(金)  

和 歌 山 中 7月 29 日(金) 卓話「偶感一片～八十九歳の窓から」  

八瀬 善郎会員 

◎サイン受付 

和 歌 山 北ＲＣ：7 月 25 日（月）12:00～12:30 

ルミエール華月殿 

和 歌 山 西ＲＣ：7 月 27 日（水）12:00～12:30 

ラヴィーナ和歌山  

和 歌 山 東ＲＣ：7 月 28 日（木）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） ◇◇ 


