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7月 25日（月）の臨時理事役員会

の報告を致します。和歌山新報へ

の「暑中見舞い」掲載依頼につい

ては、ワンワン募金などの取材に

協力いただいていることもあり、

掲載する事で承認されました。雑誌・広報・ＩＴ委員

会予算より支出します。 

9月 5日（月）はホテルアバローム紀の国が休館日の

ため、和歌浦木村屋旅館にて移動例会となりますが、

社会奉仕委員会より早朝例会の提案がありました。後

ほど詳細は委員会よりご案内していただきますが、例

会後に和歌浦の遊歩道や海岸沿いの清掃奉仕活動をす

ることで承認されました。 

掛下会員より、職業分類見直しの依頼があり、中古車

販売・買取」から「新車・中古車販売」に変更するこ

とで承認されました。 

新車の購入もぜひオート情報カケシタへ。 

それと、姉妹クラブの済州日出ＲＣより、日出ＲＣの

会報誌と会員名簿が届いていますので回覧致します。 

以上会長報告でした。 

 

 

白浜ＲＣ事務所移転のお知らせを回

覧します。次の例会は全員参加型ク

ラブ協議会です。例会時間が 30分

延長になります。今年度のガバナー

補佐、山下様をお迎えして、事業計

画と、進捗状況の発表をして頂きます。前回のクラブ

協議会ですでに配布している「委員会活動計画書」を

◇◇ 会長報告    大野 治朗 会長 ◇◇ 

◇◇ 幹事報告    栗山  久 幹事 ◇◇ 

  

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 
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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   8 月 8 日（月）＊ 

▼第 797 回例会 （例会時間 30 分延長）  

☆第 3回クラブ協議会（全員参加型） 

「委員会事業計画・進捗状況の発表」 

 国際ロータリー第 2640地区 2016-17年度 

 ガバナー補佐 山下 茂男 様（和歌山北 RC） 

 

＊ 次回の例会   8 月 22 日（月）＊ 

▼第 798 回例会  

☆納涼夜間例会 

  時間  18:30～20:30 

場所  ホテルアバローム紀の国 

    11F ツインバード 

 

＊ 前回の例会記録 8 月 1 日（月）＊ 

▼第 796 回例会   

○ロータリーソング   アゼリアの友よ 

○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   8月 1日 24/29名 82.76％ 

前々回修正出席  7月 11日  23/29名 79.31％ 

メーキャップ   0名 



必ずご持参ください。進捗状況は口頭にて発表をお願

い致します。 

今年度上期の会費がまだの方はご入金お願い致しま

す。また、8月 24日に和歌山編集責任者会（木潮

会）との懇親会があり、その際、報道機関に取材に来

てほしい委員会の事業内容を提出することになってい

ます。各委員会に於いて具体的な事業計画、日程を文

書にてご提出下さい。日にちが無いので取り急ぎご連

絡致しました。 

締め切りは 8月 16日（火）です。 

 

 

◎親睦活動委員会        黒田 忠嗣委員長 

8月 22日（月）の納涼夜間例会の

会費 3,000円を、来週８日（月） 

例会時に徴収させて頂きます。宜

しくお願いします。 

 

◎社会奉仕委員会        小阪  知委員長 

本日ボックスに、９月５日の移動

例会＆社会奉仕清掃活動のご案内

を配布しています。アバロームが

休館日の為、和歌浦「木村屋旅

館」での早朝移動例会、例会終了

後に、社会奉仕委員会の清掃奉仕活動を企画いたしま

した。多数のご参加をお願い致します。 

なお、雨が降った場合は例会後の清掃活動は中止と致

します。また、風向きによってゴミがない場合もある

そうで、当日にならなければわかりませんが、当日の

状況で判断させて頂きます。 

日  時 ： ２０１６年 ９月 ５日（月）  

集合時間 ： 7時 30分～    

清掃時間 ： 例会終了後 1時間程度 

場  所 ： 木村屋旅館近辺の遊歩道、海岸沿い 

～プログラム～ 

集合 ： 7：30  木村屋旅館にて  例会、朝食 

8：10 和歌浦海岸、遊歩道の清掃 

9：00 解散 

◎地区社会奉仕委員長会議の報告  小阪 知委員長 

７月３０日（土）ルミエール華月殿にて、地区の社会

奉仕委員長会議に出席してまいりました。前半の地区

社会奉仕委員会方針説明の中で、社会奉仕事業で資金

不足は各クラブ共通の課題であり、良い事業は財団援

助資金を活用して発展させましょうと説明がありまし

た。後半のグループ討議では各クラブの社会奉仕事業

の現状について説明があり、河川の清掃、献血、障害

者施設への遊具や絵本の寄贈そして当クラブのように

盲導犬育成のために、市民フェスタの機会を活用して

盲導犬グッズ販売の支援をされているところもあるな

ど、各クラブの規模や地域性に応じて様々な事業をさ

れていました。中には海外にデイケアセンター、託児

所あるいは学校の建設をされるなど、社会奉仕委員会

の枠を超えてクラブ全体の特色として活動されていま

した。 

当クラブの今後の社会奉仕委員会活動の参考にしたい

と思います。 

 

◎Ｒ財団･米山奨学委員会     藤田眞佐子委員長 

本日ボックスに、ポリオ撲滅寄付に

ついての文書をお入れしています。

クラブ協議会に於ても発表しました

が、ポリオ寄付について大野会長年

度は、クラブ全員で達成することを

理事会の承認を得ていますので、ご協力お願いしま

す。 

Ｒ１と第 2640地区の方針でポリオの早期撲滅を掲げ

ています。撲滅まであと 1歩の所迄来ているようで

す。寄付目標は 1人 10ドルとなっています。 

現在（7月・8月）のロータリーレートは 102円/ド

ルですので、102円×10ドル＝1,020円ですが、メ

ンバーには 1,100円をニコニコ箱へポリオ寄付とお

書きの上ご投稿をお願いします。 

ガバナー公式訪問は 8月 29日になっていますので、

それ迄に達成しましょう。アゼリアの結束力を高めま

しょう。 

 

◇◇  委 員 会 報 告  ◇◇ 



 

 

８月のお誕生、おめでとうございます。 

５日 栗山  久会員   ８日 鹿嶋 克子会員 

13日 内藤 和起会員  17日 藤田眞佐子会員 

21日 山田  茂会員 

 

鹿嶋会員から、藤田会員、内藤会員へ素敵な絵のサプ

ライズプレゼントがありました。（女性限定です） 

 

 

 

◎「会員増強について」      松本 良二理事               

     （RI 第 2640 地区 会員増強・維持委員） 

ＲＩ第 2640地区の近況として、

クラブ数はあまり減少していませ

んが、会員数は極端に減っていま

す。この現象は、日本全体のＲ．

Ｃも同じようです。地区内のクラ

ブの会員数が１０人未満が２クラブ、１０～１９人が

２６クラブ、２０～２９人が１７クラブ、３０～３９

人が１０クラブ、４０～４９人が９クラブ、５０人超

が６クラブと３０未満クラブが６４％となっていま

す。限界集落化したクラブが約３０クラブあります。

財政的、組織的に運営するのに厳しい状況だと察しま

す。過去に１００人～７０人の会員数が現在では２０

数人になってしまったクラブが数クラブあります。 

地区内の９割のクラブが会員の激減に頭を抱えていま

す。 

その一方では和歌山南ＲＣや田辺ＲＣのように８０人

もの会員を維持しているクラブもあります。会員増強

維持が旨く行っているのでしょうね。是非共見習い、

教えてほしいものです。 

私達のアゼリアに目を向けると最盛期には５０人会員

が居ましたが、ここ数年は３２人程度で安定？してい

ます。あと１０人増えればクラブ運営も楽になり、す

ばらしい奉仕に繋がっていくでしょうけどね。 

今回の規定審議会に於いて会員の身分規定は「クラブ

は善良さ、高潔さ、リーダーシップを身をもって示

し、職業上と地域社会でよい評判を受けており、奉仕

を意欲的にする成人によって構成されるもの」と変更

されました。各クラブはこの身分規定を基に入会審査

をされると思いますが、入会者は、推薦されてこない

のが現状であります。「増強純増何名」と唱えてもな

かなか増えません。 

アゼリアでは、入会者の手続きや退会したい方へ慰留

に務めたりなど誠意を持って行っています。これは今

後も続けるべきだと思います。ロータリーは親睦から

始まり奉仕へ繋げる自己研鑚の場です。会員の多さと

会員の多様性は、片寄らない組織バランスのとれた力

となり、すばらしいクラブと成ります。 

私のロータリーでの目的は、「自己の人格を高めるこ

と」まだまだ伸び代があると思い、そのためには、メ

ンバーはみんな異なる立場、考え方の違いを尊重する

ことが大切だと思います。「友愛と寛容の精神」で接

することを心掛けています。 

アゼリアには、女性会員が多くいるので女性の感性を

生かした奉仕もしています。そのひとつとして、旭学

園の子供達と屋外でドッジボールや綱引きやバーベキ

◇◇  お 誕 生 祝 い  ◇◇ 

◇◇  内  部  卓  話  ◇◇ 



ューをして１日を楽しく過ごす、すばらしい奉仕があ

り、奉仕の幅も広がります。こういう事を外部にＰＲ

し会員増強に結び付けて行ければと思います。方針や

活動内容に自信を持ってアゼリアの魅力とすべきで

す。増強が成果をあげないのなら思い切って特別委員

会を立ち上げ増強計画を建て、２，３年掛けてクラブ

全員で取り組みませんか。 

次に会員維持についてですが、会員が増えても楽しい

例会すばらしい奉仕活動から得られる充実感や達成感

がなければ「ざるに水を注ぐ」結果となるので、みん

なで質を高めて行きましょう。 

アゼリアで行っている新入会員さんに対するオリエン

テーション顧問制度は、他に誇る立派な制度です。 

新入会員さんは、ロータリーの知識も理解もない中で

一気に詰め込んでも吸収できる訳がないのでオリエン

テーション顧問が１年間ピタッと寄り添い、その都度

説明をする、そして寂しい孤独感を味あわないように

見守る、言わば一年間は「おもてなしの一年」なので

す。オリエンテーション顧問になることによって改め

て勉強し直す。相乗効果が生まれます。また親睦活動

委員会に所属してもらい、メンバーの顔と名前を早く

覚えてもらう、ほんとうに良い制度です。 

会員間で気の合わない人が居る、当然のことです。で

もロータリーへトラブルを起こしに来てるのではない

ので、気の合わない人の良い所を見付け、そこをしっ

かり見て付き合えば良いのです。まずは、日常的挨拶

は必ずすれば次の会話が生まれて来ます。挨拶をされ

て怒る人はいません。笑顔の飛び交う、会話の弾む楽

しい例会にしましょう。 

そして奉仕を通じて団結力を高め、地域社会に認知し

てもらえるクラブ作りを常に目指しましょう。１年間

舵取りをしていただく会長、幹事をサポートしましょ

う。そうでなければ引き受けてくれる人が居なくなり

ますから。 

米山梅吉さんは、ロータリーは人間模様のひとつ。お

山の大将、裸の王様、自己中な人、傲慢な人、反面教

師、謙虚な人、尊敬できる人、いろいろ居るロータリ

ーは、人生道場である。でもロータリーを楽しもう！

楽しみ方を見つけよう！楽しむ自分にチェンジ！と言

っておられます。 

「アゼリアの魅力を持ちましょう」 

もうすぐ二十才（はたち）。すばらしいロータリー成

人式を迎えましょう！ 

 

 

大野 治朗会員 

毎日暑いですね。松本さん、本日卓話宜しくお願いし

ます。 

栗山  久会員 

毎年暑い日に誕生日ですが、何とかしてほしい。春や

秋の人がうらやましいです。 

安宅 浩一会員 

ボリオ撲滅！！ 

後和 信英会員 

ポリオ撲滅へ！！ 

鹿嶋 克子会員 

誕生日のお祝いありがとうございます。末広がりの生

まれ日、ボツボツ幸せいっぱいやってくるかナ。 

井上 晴喜会員 

ポリオ撲滅へ寄付。 

藤田眞佐子会員 

お誕生日お祝いありがとうございます。生あるかぎり

ロータリーにおいていただきま～す。 

北野 敏夫会員 

毎日暑い日が続きますが、皆様お身体に気を付けて下

さい。 

黒田 忠嗣会員 

ポリオ寄付。 

松本 良二会員 

今頃になって虎は元気出てきよった。あと 44試合。 

南方 孝一会員 

ポリオ寄付。 

森 隆紀会員 

暑い！食欲低下。でもダイエットできない。 

内藤 和起会員 

「良」と書いて「トラ」と読む、良さん、卓話よろし

◇◇ Ｓ.Ａ.Ａ.報告（3 つの箱） ◇◇ 



くデス。私、最近置き忘れ多く、固有名詞記憶崩壊。

「こそあど言葉」も多いです。今日は祝って頂きあり

がとうございます。 

中村 善夫会員 

大野さん、8月になりました。あと、11カ月がんば

って下さい。 

野村  伸会員 

ポリオへ。 

岡本 嘉之会員 

8月お誕生月の皆様、おめでとうございます。 

小形みちる会員 

暑い日が続いております。皆様水分補給をし、夏を楽

しみましょう。 

吉岡 惠美会員 

ポリオ寄付達成！ 

本日合計額  54,800 円    今年度累計額 212,800 円      

 

＊ロータリー財団（ポリオ･プラス） 

大野 治朗会員 栗山  久会員 安宅 浩一会員  

藤田眞佐子会員 後和 信英会員 井上 晴喜会員 

北野 敏夫会員 黒田 忠嗣会員 松本 良二会員 

南方 孝一会員 森  隆紀会員 内藤 和起会員 

中村 善夫会員 野村  伸会員 岡本 嘉之会員 

小形みちる会員 吉岡 惠美会員 

本日合計額  21,400 円    今年度累計額 42,400 円    

 

 

＊米山奨学 

本日合計額    0 円     今年度累計額 23,000 円    

 

 

 

   ワンワン基金寄付 

本日合計額       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 8月 8 日(月)  卓話 「落語」子ども落語家：勇気出し亭う

な晴（ゆうきだしてい うなはる） 

和 歌 山 8月 9 日(火) 「夜間例会」 18：30～ 

和歌山東南 8月 10 日(水) 休会 

和 歌 山 西 8月 10 日(水) 休会 

和 歌 山 東 8月 11 日(木) 休会 

和歌山城南 8月 11 日(木)  休会 

和 歌 山 南 8月 12 日(金) 休会 

和 歌 山 中 8月 12 日(日) 休会 

 

◎サイン受付 

和 歌 山ＲＣ：8月 9日（火）12:00～12:30 

        ダイワロイネットホテル和歌山 

和 歌山 西ＲＣ：8月 24日（水）12:00～12:30 

ラヴィーナ和歌山 

和歌山城南ＲＣ：8月 25日（木）18:00～18:30 

        ホテルアバローム紀の国  

 

◎休  会 

和 歌 山 北ＲＣ：8月 15日（月） 

和 歌 山ＲＣ：8月 16日（火） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2016 年８月度プログラム予定表 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日付 内  容 担当・卓話者等 

1日 

（月） 

第７９６回例会 

☆誕生会 

☆内部卓話「会員増強について」 

 

 

 

親睦活動委員会； 

８月お誕生 5名 

栗山会員・鹿嶋会員・内藤会員 

藤田会員・山田会員 

 

松本 良二会員 

8日  

（月） 

第７９７回例会 （全員参加型）30 分延長 

☆第 3回クラブ協議会 

山下ガバナー補佐をお迎えして 

 「各委員会活動計画・進捗状況の発表」  

 

 
理事･役員･委員長 
 

RI2640地区 2016-17年度 

ガバナー補佐 山下 茂男 様 

（和歌山北ＲＣ） 

15日

(月) 

定款に基づく休会  

22日  

（月） 

第７９８回例会  夜間例会 

☆納涼夜間例会 

 時間 18:30～ 

 場所 アバローム 11F ツインバード 

親睦活動委員会 

29日  

（月） 

第７９９回例会   

☆ガバナー公式訪問 

 

RI2640地区 2016-17年度 

ガバナー 福井 隆一郎 様 

（堺ＲＣ） 

＊ 例 会 場    ホテルアバローム紀の国 

＊ 例会時間    通常  12:30～13:30  (食事開始  12:10～ ) 

           夜間  18:30～20:30 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


