
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんばんは。10 月 6 日市内 9RC

の知事･市長の表敬訪問がござい

ました。短い訪問でしたがお忙し

い中大変歓迎して頂きました。 

本日は「和歌山市の地域活性化に

ついて」のフォーラムという事

で、和歌山の事を調べてきました。市の人口は現在

36 万 2 千人（男性 17 万人、女性 19 万人）です。

10 年前は 37 万 3700 人で、１万 1700 人減少して

います。長寿の県としては和歌山は男女共 41 位、県

の幸せ度は 32 位だそうです。一位は福井県、最下位

は大阪府となっています。また、和歌山市内の観光客

は昨年は 558 万 6 千人、平成 9 年よりほぼ横ばい、

平成 6～7 年が最も多く、約 729 万人程だったよう

です。本日のフォーラムよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇◇ 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 
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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  10 月 24 日（月）＊ 

▼第 805 回例会   

☆外部卓話 「胡麻はすごい！」 

  株式会社大村屋 代表取締役 田中 洋治様 

 

＊ 次回の例会  10 月 31 日（月）＊ 

▼第 806 回例会 移動例会 

☆秋の親睦一泊旅行   於：山荘 天の里 

☆次々年度会長･次年度理事の選出方法について                       

 

＊ 前回の例会記録 10 月 17 日（月）＊ 

▼第 804 回例会   

○ロータリーソング   奉仕の理想 

○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   10月 17日 25/32名 78.13％ 

前々回修正出席  9 月 26 日   25/29 名 86.21％ 

メーキャップ   2 名 



 

9/5 の移動例会を兼ねた和歌浦清

掃の記事がわかやま新報に掲載さ

れましたので回覧します。地区よ

り、青少年交換短期留学生の募集

案内が来ておりますが、クラブと

して受け入れが難しいと理事会に

て決定しました。花いっぱい推進協議会より、ガーデ

ニングコンテスト出展の案内が届いています。詳しく

は回覧しますのでご覧ください。10 月 23 日（日）

地区大会にご参加予定の方はよろしくお願い致しま

す。ボックスに当日の待ち合わせ時間や、地図を入れ

ていますので確認してください。１１月のプログラム

予定表もボックスにて配布しています。17 日木曜日

は貝塚コスモスＲＣとの合同例会です。ご案内文書も

配布してますので皆さんご出席お願い致します。 

 

 

◎米山記念奨学会功労者賞表彰 

公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より、澤本栄

子会員へ第 5 回マルチプル米山功労者賞の感謝状が

届きました。これは 10 万円ごとに届けられ、澤本さ

んは今回で 502,000 円になりましたので、５回目に

なります。大野会長より澤本会員へ感謝状の授与。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎職業分類･会員選考･Ｒ情報委員会 中村 善夫委員長  

クラブフォーラムの報告 

先週のクラブフォーラムの結果を週報に掲載していま

すのでお目通しください。 

◎雑誌･広報･ＩＴ委員会     白神 修次委員長 

ロータリーの友 11 月号の読みどころ紹介 

横書き 

Ｐ3 ＲＩ会長メッセージ 

ポリオ撲滅に向け「最後の戦い」

の取り組みについての記事です。

10 月 24 日の「世界ポリオデー」

は日本時間の 25 日午前 8 時にラ

イブで発信されるということですのでご覧下さい。 

Ｐ7 日本のオリンピックとロータリー 

これまで日本国内で開催されたオリンピック（パラリ

ンピック）に、日本のロータリアンも関わってきてい

るという記事です。 

Ｐ8 1964 年の東京オリンピック。 

Ｐ11 1972 年の札幌オリンピック。 

Ｐ12 長野オリンピック。 

Ｐ14 End Polio Now 「パキスタンでポリオと戦

う」 パキスタンやアフガニスタンでは今でも発生が

報告されています。そのパキスタンにポリオが残った

背景について書かれています。 

Ｐ39 わが家がイチバン 新会員さんに向けての記

事です。アゼリアＲＣにはロータリー顧問がいますの

で、何でも相談して下さい。 

Ｐ43 地区別クラブ数・会員数一覧表 表の最下段

34 地区合計 2015 年 7 月末会員数は 88,036 人、

2016 年 7 月末現在では 88,862 人で 826 人増加。

一方我 2640 地区では 2015 年 7 月末会員数は

1,357 人、2016 年 7 月末現在では 1,880 人で 523

人増加。他の地区と比べてみて何かあったのかと思う

くらい増加。アゼリアも頑張って増強しましょう。 

縦書き 

Ｐ4 自分に誇りを持って相手を理解する 

ＮＰＯ法人ロシナンテス理事長の川原尚行さんがアフ

リカ・スーダンで進めてきた活動と、東日本大震災後

の活動の報告を書いた記事です。興味のあることがた

くさん書かれているのでぜひ一読してみて下さい。 

Ｐ25 ロータリーアットワーク 「奉仕の心クラブ

から市民へ」有田ＲＣの記事が紹介されています。 

 

 

◎「和歌山市の地域活性化について」 

出席・プログラム委員会 

①和歌山市の活性化についてそれぞれ市民が出来る事 

◇◇ 幹事報告    栗山  久 幹事 ◇◇ 

◇◇  委 員 会 報 告  ◇◇ 

◇◇ クラブフォーラム  ◇◇ 



②人口増などのために行政に期待する事 

③コンパクトシティ実現に向けての提言 

④住みやすい・他府県・市町村からも移住しやすい環  

境・インフラ整備などについてご意見 

⑤外国人・他府県民の集まる観光資源 

～ 各グループの意見 ～ 

大野･栗山・安宅・當仲・中村・松本良・掛下・吉岡 

 

 

 

 

 

 

 

 

①について 

・お店を経営されている方は、9 時くらいまでお店を  

開けておいて街を明るくしてほしい。 

・出来るだけ和歌山で買物や観光をする 

②について 

・外国人街を作る（神戸みたいに） 

・カジノ（一大歓楽街）を作る。 

④について 

・有名大学や企業の誘致 

⑤について 

和歌山城内に茶店を 

田原・多治川・小阪・坂部・黒田・澤本・内藤 

 

 

 

 

 

 

 

 

①について 

市内で買い物（地産地消） 

交通の利便性をよくする（お買い物バス等） 

風俗を移転⇒和歌浦 

②について 

保育園、育休の充実。医療費の無料化を充実 

婚活開催 

企業誘致（長期優遇） 

③について 

交通の利便性を良くする 

小･中･高一巻教育を増やす 

④について 

和歌山の特性（気候、自然、食物）を活かしアピール 

大学を作ることによって高卒者の流出を少なくする 

税制を見直し、税負担を軽減する 

⑤について 

マリーナシティでヨットの全日本大会が決まるなど聖

地にしたい 

スポーツスタジアム（サッカー、野球等）の充実 

カジノの検討 

忍者の寺のアピール 

森・山田・井上・白神・南方・野村・北野・八木 

①について 

地元の企業及び支店のある企業の雇用を守るためにモ

ノ・サービスの買い支えをする。 

企業が他府県民の人が和歌山で働き、居住してくれる

よう積極的に雇用する。 

地元企業が地産外消をネットなどの手段を通じてさら

に推進。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②について 

企業の誘致への取り組み 

雇用拡大のための財政的支援、既にいくつかあると思

いますが・・・ 

官製事業の民営化（保育所・保育園 etc・・・） 

③について 

現在も市内中心地付近でいくつか分譲マンションの建



設など進んでいるがそのようにして住民を中心部に呼

び戻す施策が必要だと思います。 

郊外から中心地への移住など促進のための優遇ローン

や税控除など行政バックアップ 

民間による市中心部再開発促進のための行政の支援

（例：大阪・阿倍野地区等） 

ＬＴＲ等交通インフラの充実・・・車の乗れない人は

タクシーしか手段がない。 

④について 

交通インフラの整備・・・現状のバスのみでは不便。

ＬＴＲなどの整備 

税負担が少ない・支援が充実・・・・現状もいろいろ

施策はあるが効果は不明 

正社員としての働き場所の拡充・・・企業が少ないむ

しろ撤退傾向。教育無償化 

⑤について 

既存観光施設などへの再投資促進・・・陳腐化防止 

ホテル・民泊等宿泊施設の増加 

交通インフラの拡充（関空や新大阪から時間がかから

ないように特急・急行の増便など） 

テーマパークの誘致（例：ＵＳＪやＯＬＣをディズニ

ーやアメリカ映画ではないテーマで誘致等） 

観光地付近の物販（土産）・（飲食含む）レストエリア

の充実（例：ユニバーサルシティウォーク等） 

歴史的建造物や卸売り市場等の観光資源としての活用

促進・・テーマパーク化（遊園地ではない） 

例：彦根城・長浜城・大阪城・五稜郭等周辺、築地市

場・場外市場等 

 

 

大野 治朗会員 

涼しくなりました。お身体には十分注意して下さい。 

栗山  久会員 

10 月は地区大会、親睦旅行と忙しいですが、よろし

くお願いします。 

ボビー松本会員 

ボブ･ディランのノーベル文学賞受賞に感動していま

す。彼の愛称はボビーです。 

内藤 和起会員 

「夜間例会、ビール飲みたい‼」栗山幹事の心の声が

漏れて聞こえます。私？そんな事思ってません。 

中村 善夫会員 

前回、フォーラムを早退してしまい誠に申し訳ありま

せん。 

坂部美智子会員 

いつもお世話様になります。皆さん風邪を引かない様 

気をつけて下さいね。 

澤本 栄子会員 

月 1 回のＲＣへの出席、心浮かせ乍ら楽しませて頂い

ています。 

山田  茂会員 

こんばんは。山田です。覚えてくれていますか？ 

本日合計額  25,000 円    今年度累計額 402,300 円      

＊ロータリー財団 

栗山  久会員 澤本 栄子会員 中村 善夫会員 

坂部美智子会員 内藤 和起会員 

本日合計額   8,500 円    今年度累計額 102,500 円    

＊米山奨学 

栗山  久会員 澤本 栄子会員 中村 善夫会員 

坂部美智子会員 大野 治朗会員 

本日合計額  7,500 円     今年度累計額  56,500 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 10 月 24 日(月) 卓話「家族信託」 信託活用アドバイザー 

司法書士  弥勒 多加志様 

和 歌 山 10 月 25 日(火) 「美術の起業家 北山清太郎」和歌山県

立近代美術館 学芸員 青木加苗 さん 

和歌山東南 

 

10 月 26 日(水) 

18:30～ 

和歌山中ＲＣとの合同例会 

於：ラヴィ-ナ和歌山 

和 歌 山 西 10 月 27 日(木) 

18:00～ 

26 日の例会を変更 於：や万志多 

 

和 歌 山 東 10 月 27 日(木) 臨時総会「次々年度会長、次期副会長、      

幹事、会計、理事選出方法」 

和歌山城南 10 月 27 日(木)  リラックス例会 

和 歌 山 南 10 月 28 日(金) 「美術の起業家 北山清太郎」和歌山県

立近代美術館 学芸員 青木 加苗 様 

和 歌 山 中 10 月 26 日(金) 

19:00～ 

28 日の例会を変更 

和歌山東南 RC との合同例会 

◎サイン受付 

和歌山東南ＲＣ：10 月 26 日（水）12:00～12:30 

ルミエール華月殿 

和 歌 山 西ＲＣ：10 月 26 日（水）12:00～12:30 

        ラヴィーナ和歌山 

和 歌 山 中ＲＣ：10 月 28 日（金）18:30～19:00 

中ＲＣ事務所 1F 入口 

◇◇ Ｓ.Ａ.Ａ.報告（3 つの箱） ◇◇ 


