
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様こんばんは。大野直前会長は

じめ、前年度理事役員の皆様、昨

年一年間本当にご苦労様でした。

今、この場に立ちまして、大野さ

んの気持ちがひしひしと分かるよ

うな気がしております。チャータ

ーメンバーとしてアゼリアに入会させて頂き 20 年の

節目に会長を仰せつかりましたが、入会当初はまさか

会長になるとは思ってもおりませんでした。 

日々仕事をしておりますと、皆さんも色々な悩み事が

あると思います。でも毎週月曜日にアゼリアＲＣの例

会に来て、皆さんのお顔を見ればほっとして、お話を

すれば嫌な悩みは忘れて帰ることが出来ます。唯一、

私にとってはストレス解消の場でございました。これ

から一年間、ストレスの場にならない様にしていきた

いと思います。皆さんにご迷惑をお掛けする事が多々

あるかと思いますがどうぞよろしくお願い致します。 

 

 

2016 年度和歌山アゼリアロー

タリークラブ定款細則が出来上

がりました。来週のクラブ協議

会の時にもご持参下さい。 

ボックスに会費納入のお知らせ

を入れておりますので 7 月中に

お支払いをお願いします。 

週報を綴るファイルですが、昨年、２年間使うように

引き継がれておりますので今年度は購入していませ

ん。引き続き現在お手元にあるのをお使い下さい。紛

失されてご入用の方はお申し出下さい。 

来週 10 日はガバナー補佐をお迎えいたしましてクラ

◇◇ 会長報告    坂部美智子 会長 ◇◇ 

◇◇ 幹事報告   井上 晴喜 幹事 ◇◇ 

 

 

会 長／坂部美智子  幹  事／井上 晴喜  

副会長・20 周年実行委員長／吉岡 惠美  

『思 い や り と 感 謝 の 心』 

 

 

 [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 

 

2017 年 7 月 10 日 第 837 回例会  VOL.20 No.2 TOTAL 797    

 

-------- 本日の例会 7 月 10 日（月）  ------ 

第 837 回例会 （例会時間 30 分延長） 

☆第 2 回クラブ協議会 

大山典男ガバナー補佐をお迎えして 

 「委員会活動計画の発表」 

 ＲＩ第 2640 地区 2017-18 年度 

 ガバナー補佐 大山 典男様（和歌山南 RC） 

-------- 次回の例会  7 月 24 日（月） -------                    

第 838 回例会    

  ☆ガバナー公式訪問 

  ＲＩ第 2640 地区 2017-18 年度 

  ガバナー 岡本 浩様（和歌山城南 RC） 

------ 前回の例会記録 7 月 3 日（月） ------ 

第 836 回例会  初例会（夜間例会） 

○ロータリーソング  アゼリアの友よ 

 ○ゲ ス ト 紹 介  米山記念奨学生 

           ファム･ティ･キム チさん 

○出 席 報 告  会員数 32 名（内出席免除 3 名） 

本 日 の 出 席   7 月 3 日 33/32 名 100 ％ 

前々回修正出席  6 月 19 日  25/31 名 80.65％ 

メーキャップ   1 名 

国際ロータリー第 2640地区 和歌山アゼリアロータリークラブ 

 

 

 



ブ協議会を開催します。各理事委員長様には委員会活

動計画を発表して頂きますので、よろしくお願い致し

ます。 

 

 

◎米山カウンセラー       藤田眞佐子委員長    

米山記念奨学生ファムティキムチさんへ７月分奨学金

受け渡し。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎前年度 R 財団･米山奨学委員会 藤田眞佐子委員長 

前年度ロータリー財団・米山奨

学会の個別寄付状況のお知らせ

を同じく封筒に入れ、ボックス

にて配布しています。 

一年間ご協力頂き、ありがとう

ございました。クラブ寄付目標

の達成会員様への表彰は 7 月 31 日の例会にさせてい

ただきます。 

◎雑誌･広報･IT 委員会      吉岡 惠美理事 

ガバナー月信 7 月号の紹介。 

2017-18 年度国際ロータリー、

イアンＨ.Ｓ.ライズリー会長の

挨拶並びに 2640 地区岡本浩ガ

バナーの「年度開始に当たって

の御挨拶」が掲載されいていま

す。他、2640 地区の収支予

算、活動方針、ガバナー補佐の紹介等、目を通してお

いてください。 

 

 

７月お誕生の皆様、おめでとうございます。 

1 日  白神 修次会員   4 日 梅田 千景会員 

16 日 坂部美智子会長  26 日 小形みちる会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前年度大野会長・栗山幹事より、今年度坂部会長・井

上幹事へバッジの引き継ぎが執り行われました。 

 

一年間御苦労様でございました。坂部会長・井上幹

事、一年間よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇◇  委 員 会 報 告  ◇◇ 

◇◇  お  誕  生  会  ◇◇ 

◇◇  バッジ引き継ぎ・記念品贈呈 ◇◇ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度坂部会長より、前年度大野会長・栗山幹事へ記

念盾の贈呈。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

坂部美智子会長 

私はこの和歌山アゼリアＲＣに

入会して 20 年になります。今

期は創立 20 周年記念式典を行

うことになっており、とても責

任を感じます。この度、会長と

して皆様方と共に和歌山アゼリ

アＲＣを意義のあるものとする為、未熟者ですが懸命

に頑張りたいと思います。 

私は 35 年間老人ホームの経営に関わってきました

が、肩書きや学問も必要ですが、現場におけるお年寄

様方との接触が最も大事な事として対応して参りまし

た。そして何よりも「相手を思いやる心」が大切で、

それによってお年寄様方も心を開いてくれます。そし

て一見解りにくい事でも次第に思っている事や悩んで

いる事などよく理解が出来、適切な対策を取る事が出

来る様になります。この様に、私達ロータリアンも

「思いやりの心」を持つ事で、その行動や考え方をよ

り正しく相手に伝える事が出来ると思っています。 

今まで行って来た数々の奉仕もロータリアンとしての

奉仕の精神を強く持つ事と、モラルと品位を高める事

により、奉仕の中身を濃くする事が出来ると信じま

す。ロータリアンとして国際親善を目指す事について

も、よりグローバルな視野を持つ事で他国の事をより

良く理解する事が出来、それが親善に繋がり国際平和

の推進に役立つ事と信じます。私達のクラブには残念

ながら外国人の方はおりませんが、大きく視野を広げ

る事で各人の努力により徐々に在日外国人との接触が

可能になるものと考えております。会員一人一人の思

いやりや、考えを集約したものが和歌山アゼリアＲＣ

の方向性を決定するものと信じています。お互いに助

け合いながらより良いロータリークラブになる様、頑

張りたいと思います。会員の皆様、この一年よろしく

お願い致します。 

副会長・広報委員会  吉岡 惠美理事 

副会長も仰せつかりました吉岡

です。副会長の役割は広報も兼

ねますが、今年度はクラブ会報

も追加されました。 

のに！所属会員は小形委員長、

北野会員、多治川会員の３人で

す。これも会員数が少ないため、いたし方ありません

が・・・また、今年度岡本ガバナーの方針で、ガバナ

ー月信を毎月紹介することになりましたので、「ロー

タリーの友」の紹介、月信の紹介、毎例会の写真撮影

と原稿依頼・・・。常態的にしなければならない事が

増えました。でも！ロータリーにＮＯはない！私を含

め 4 人で一生懸命頑張ります。ご協力お願いいたし

ます。そして、今年度はわがクラブは創立 20 周年で

す。来年３月３日に記念式典を実行する事は決まって

おりますが、それに向けての実行委員会委員長も仰せ

つかりました。記念事業の実施、記念誌の発行、広報

活動、色々と実行していかなければならない事はたく

さんありますが、一つ一つ敢行していきたいと思って

います。皆様どうぞ、坂部・井上丸を華やかに送り出

し、慶びの中、無事に帰港できますよう、ご協力よろ

◇◇  理事・役員 所信表明  ◇◇ 



しくお願い申し上げます。 

井上 晴喜幹事 

坂部会長よりご指名を頂き、2

度目の幹事をさせて頂きます。

当クラブ 20 周年を迎えるにあ

たり、クラブ活動も忙しい 1 年

となりますが、過去の経験を活

かし、頑張りたいと思っており

ます。前回幹事を引き受けさせて頂きました時もお話

しましたが、幹事の役目は「雑用係」です。坂部会長

がご要望されるサポート、あるいはお気にされていら

っしゃるご不安を払拭する為、可能な限りのお手伝い

をする覚悟です。皆様からのご意見、ご要望もなんな

りと私にお話下さい。また、皆様全員のお力を少しず

つお貸し下さい。坂部会長から今期最後に「会長を引

き受けて良かった！」とのお言葉が聞けるよう邁進致

しますので、1 年間どうぞよろしくお願い致します。 

クラブ奉仕委員会 小阪  知理事 

クラブ奉仕部門は、当クラブの対

内的な奉仕として充実した例会プ

ログラムを組み、楽しく由意義な

そして出席率の上がるような例会

にすること、また会員間の親睦を

図り、クラブ内を円滑に機能させ

ることであると思っています。今年度のクラブ奉仕委

員会としては、例年３つの委員会がありましたが、理

事会の承認によりクラブ会報委員会が広報委員会に移

行したため、２つの委員会が協力し合って１年間を充

実したものにしたいと思います。 

特に出席・プログラム委員会は、例会の外部卓話者を

決めなければなりませんので、当委員会のメンバーは

もちろんですが、会員の皆様のご紹介等、全会員が一

丸となって取り組んでいかなくては成り立ちません。

どうかお力添えを賜りますようお願い致します。 

前年度より引き続いて今年度も月１回、今度は月初め

の例会を夜間例会として組み入れます。また、他クラ

ブとの合同例会や移動例会、クリスマス例会やアゼリ

ア会など楽しい企画を検討していますので、出席率向

上になるような例会内容の更なる充実を目指して頑張

ります。一年間よろしくお願い致します。 

職業奉仕委員会 安宅 浩一理事 

こんにちは、昨年に引き続き、今

年度も職業奉仕常任委員長を任さ

れました安宅です。早速ですが、

今年度の計画では昨年より継続し

ている「あいとく子ども食堂」の

方たちとの田植えからの後期（9

月）稲刈りを実行する予定です。そして、その獲れた

お米をすべて「愛徳園」に寄贈いたします。後ほどそ

のお米を使用した料理を「あいとく子ども食堂」の方

にご馳走していただく計画も考えています。また別に

会長方針でもある、地域に密着した企業訪問も考えた

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 梅田 千景理事 

今年度の社会奉仕理事を仰せつ

かりました。 

まだまだ良く理解出来ていない

ところも有り不安ですが前理事

の井上さんや委員さん、会員皆

様に助けて頂きながら頑張って

いきたいと思います。よろしくお願いします。社会奉

仕の継続事業としての盲導犬育成のためのワンワン募

金、前年度に行いました 社会奉仕委員会との合同活

動で「あいとくこども食堂」の子ども達との田植えか

ら、今年度は稲刈りと食事、そして、青少年育成の新

規事業として、継続して、子ども達とふれあいが出来

る事業を、考えていきたいと思います。 

国際奉仕委員会 掛下 吉三理事 

この度、国際関係のお役目を再

度拝命しました。思い起こせば

約 2 年前に当時の指名委員会 5

名のメンバーで、現、坂部会長

の勤務先に押し掛け、是非 20

周年の会長を引き受けて頂ける

ようにお願いしました。その時の約束はそのメンバー

を中心に皆んなで支えて行くということです。正直私

もチャーターメンバーじゃないですがもうアゼリア在

籍が 19 年目になります。自分自身ちょっとダレて来

てて大きな事言っても何も出来てない自分に自己兼を



覚えるこの頃です。しかしそんな事は言ってられませ

ん。責任感を持って今期の坂部会長 20 周年を微力で

はありますが少しでもお役に立ちたいと思います。 

クラブ管理委員会 黒田 忠嗣理事 

本年度のクラブ管理委員会は、

ＲＩ地区からの情報を会員の皆

様に正確に解りやすくお伝えす

る事をモットーとし、ＩＤＭを

開催し会員間はもちろん新しい

会員の方々も早くクラブに溶け

込めるような楽しいクラブ作りに心掛けていきます。

そして、新会員の勧誘はもちろんですが、クラブフォ

ーラム等で退会防止についても積極的に推し進め、新

入会員のオリエンテーションも充実させていきます。 

各特別分野担当委員会に関しては、残業分類・会員選

挙・ロータリー情報委員会の山田委員長のもと、年 2

回のＩＤＭの実施、定款・細則の情報を伝えるフォー

ラムの実施等、会員増強委員会では、當仲委員長のも

と、多くの会員の増強、退会防止を進めていきたいと

思います。 

会計 野村  伸会員 

例会でのニコニコ箱の収支チェ

ックと記入を毎回行い、またニ

コニコの寄付のお願いを定期的

に呼びかけさせて頂きます。 

今年度は創立 20 周年にあたり

ますので、事業に伴う収支確認

と報告、そしてクラブが予算に沿って活動しているこ

とを確認すると共に、定期的に理事会にて、収支報告

を致します。 

Ｓ.Ａ.Ａ. 松本 良二会員 

坂部さん年度のＳＡＡは、Ｓ

（爽やかな）、Ａ（愛のある）、

Ａ（アナウンス）です。Ｓ（さ

っぱり）、Ａ（あてはずれ）、Ａ

（あほうやな）じゃないです

よ。 

(Sergeant-at-Arms) 坂部会長のテーマは「思いや

りと感謝の心」ですから思いやりを持って 1 年間い

い声で努めます。「ロータリーは例会から始まる」と

言われるように例会で親睦を深め、奉仕で結束を強く

する。その為には、メンバーみんなが等しく交流でき

るように指定席化の防止をします。何か一つの事に因

んだ配席、例えば血液型、干支、誕生日、年代別、部

門別、くじ引き等で席を決めます。そうする事により

話す機会が増え、皆さんが一層親しくなると思いま

す。また卓話中の私語には注意させて頂きますのでご

了承願います。卓話者の持ち時間に食い込む時は、Ｓ

ＡＡの裁量で前段をカットして次週へ回す事もありま

す。特に外部卓話の時は、失礼のないようにします。

食事の開始も早くなる時もあると思います。欠席され

る会員の食事は、０にはならないでしょうが、ロータ

リーで環境問題や支援救済に取り組むのですからみな

さんで努力して、０に近づけませんか？会員の発表中

に制限時間がオーバーしたり短すぎたりするときは、

発表者に知らせるようにします。 

直前会長 大野 治朗会員 

今年度創立 20 周年を迎えます。

メンバー一丸となりお互い協力

し合い成功させましょう。私は

今期、国際奉仕委員会３部門の

副委員長になっております。姉

妹クラブであります済州日出Ｒ

Ｃ様の来和に備え、当クラブを訪れて頂いた時に失礼

のない様、又、一層の交流が深められ、満足して帰っ

て頂けるような配慮と準備をさせていただこうと思っ

ております。その節はメンバー皆様のご協力をどうぞ

よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇◇   初 例 会 懇 親 会   ◇◇ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

坂部美智子会長 

大野さん、一年間お疲れ様でした。そして今年度、皆

様どうぞよろしくお願い致します。 

井上 晴喜幹事 

坂部会長のサポートを精一杯頑張りますので皆様一年

間よろしくお願い致します。 

安宅 浩一会員 

坂部会長、井上幹事、松本ＳＡＡ、今年 20 周年の節

目、ガンバッテ下さい。 

藤田眞佐子会員 

新会長、幹事、ＳＡＡ様、一年間よろしくお願いしま

す。私もがんばります。 

藤戸 輝洋会員 

㈱未来図と和歌山市との間で災害時にドローンでの協

力協定を結びましたのでご報告させていただきます。 

石垣 秀幸会員 

坂部会長、他新役員の皆様、一年間よろしくお願いし

ます。 

掛下 吉三会員 

坂部会長、一年間頑張ってください。昨日、孫の家に

百日祝い食い初めの儀式に行って来ました。大きくな

ってたー。 

北野 敏夫会員 

坂部会長はじめ、理事役員の皆様、一年間宜しくお願

いします。 

栗山  久会員 

末席は気楽でよろしいですわ。本年度の役員様がんば

って下さい。 

黒田 忠嗣会員 

坂部会長、井上幹事、松本ＳＡＡ、一年間長丁場です

が夏バテせずにがんばって下さい。 

小阪  知会員 

新年度が始まりました。坂部会長、井上幹事、松本Ｓ

ＡＡ、一年間頑張って下さい。 

松本  博会員 

坂部会長、一年間よろしくお願いします。 

松本 良二会員 

一年間耳障りな声ですが頑張って坂部さんの足を引っ

張らないようにします。 

内藤 和起会員 

坂部年度スタートおめでとうございます。酔っ払いの

事を「トラ」と言いますが、ある意味「トラ」から

「トラさん」へのバトンタッチですネ。一年間よろし

くお願い致します。 

中村 善夫会員 

坂部会長、井上幹事、松本ＳＡＡ、一年間よろしくお

願いいたします。 

西出 隆一会員 

初例会おめでとうございます。坂部会長、井上幹事、

松本ＳＡＡ、一年間どうぞよろしくお願い致します。 

野村  伸会員 

坂部会長、井上幹事、松本ＳＡＡ、他理事の皆様、一

年間よろしくお願い致します。 

岡本 嘉之会員 

初例会おめでとうございます。坂部会長、井上幹事、

松本ＳＡＡ、理事役員の皆様、一年間どうぞよろしく

お願い致します。 

◇◇ Ｓ.Ａ.Ａ.報告（3 つの箱） ◇◇ 



小形みちる会員 

坂部年度いよいよ出発ですね！そんな門出に毎年お誕

生日のお祝いありがとうございます。 

大野 治朗会員 

坂部号の出発です。両脇にはベテラン添乗員が控えて

おりますので、ご安心下さい。一年間ご苦労様です。

私は冬眠に入ります。 

澤本 栄子会員 

初例会おめでとうございます。さぁ一年間頑張って下

さい。よろしく。 

白神 修次会員 

今年もアゼリアＲＣで一番早くお誕生日祝いをしてい

ただきます。アゼリアに入会して 20 年、アッという

間に 20 才年を取ってしまいました。皆さん今後共よ

ろしく。 

田原サヨ子会員 

大野年度の役員の皆様、ご苦労様でした。そして坂部

年度役員の皆様、がんばって下さい。 

多治川 仁会員 

坂部会長、井上幹事、松本ＳＡＡ様、今年度もよろし

くお願い致します。 

當仲 清孝会員 

坂部会長、井上幹事、一年間頑張って下さい。 

梅田 千景会員 

坂部会長、井上幹事、松本ＳＡＡはじめ、新役員での

スタート。一年間よろしくお願いします。 

八木由貴子会員 

いつもありがとうございます。初例会おめでとうござ

います。今年もがんばります。よろしくお願いしま

す。 

吉岡 惠美会員 

坂部丸、いよいよ出航です。惜しみない拍手と協力を

させて頂きます。一年間頑張って下さい。 

本日合計額 106,000 円     累計額 106,000 円 

 

＊＊＊ロータリー財団＊＊＊ 

藤田眞佐子会員  石垣 秀幸会員 黒田 忠嗣会員  

中村 善夫会員 野村  伸会員 小形みちる会員 

澤本 栄子会員 田原サヨ子会員 多治川 仁会員 

梅田 千景会員 八木由貴子会員 

本日合計額  23,000 円       累計額 23,000 円 

 

＊＊＊ 米 山 奨 学 ＊＊＊ 

藤田眞佐子会員 石垣 秀幸会員 黒田 忠嗣会員 

松本  博会員 中村 善夫会員 野村  伸会員 

小形みちる会員 田原サヨ子会員 多治川 仁会員 

梅田 千景会員 

本日合計額  14,000 円        累計額  14,000 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 10 日(月) クラブフォーラム 「第２回クラブ協議会～本

年度活動計画について～」 「新会員入会

式：寺本尚弘（てらもと ひさひろ）様」 

和 歌 山 7月 11 日(火)  「担当理事・各委員長挨拶」 

和歌山東南 7月 12 日(水) 

18:30～  

活動計画発表 

各委員会 

和 歌 山 西 7月 12 日(水) 180 丸ミーティング 

ＩＭについて  

和 歌 山 東 7月 13 日(木) 臨時総会                       

2016-2017 年度決算報告             

2017-2018 年度予算報告 

和歌山城南 7月 13 日(木)  クラブフォーラム 

「会長基本方針」根岸 憲一郎 会長 

「委員会活動計画（１）」 

社会奉仕部門 柏原 康文 委員長 

和 歌 山 南 7月 14 日(金) クラブフォーラム 

「委員会事業活動計画発表」 

和 歌 山 中 7月 14 日(金) ＊第 1 回 I.D.M.テーマ発表 

＊大山ガバナー補佐をお迎えしての 

第 1 回クラブ協議会 

◎サイン受付 

和 歌 山 北ＲＣ：7 月 24 日（月）12:00～12:30 

        ルミエール華月殿 

和 歌 山 西ＲＣ：7 月 26 日（水）12:00～12:30 

        ラヴィーナ和歌山 

和 歌 山 東ＲＣ：7 月 27 日（木）12:00～12:30 

        ダイワロイネットホテル和歌山 

和歌山城南ＲＣ：7 月 27 日（木）18:00～18:30 

        ホテルアバローム紀の国 


