
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メンバーの皆さんこんにちは。 

そして本日は、ビジターとして東

京中央 RC より、北崎隆様にお越

し頂いております。どうかゆっく

りとお過ごし下さい。 

会長報告としては、15 日土曜日 RI 第 2640 地区の

RLI リーダーシップ研修会が開催されました。4 月 5

月 6 月と 3 日間ぶっ通しの研修でした。私は DL と研

修リーダーとして参加しましたが、藤田エレクト、野

村ノミニー に参加して頂きました。 

 

 

次週 2４日の例会は最終夜間例会

です。場所はツインバード 18：30

～ですのでお間違えの無いように

お越し下さい。 

 

 

 

◎次年度出席･プログラム委員会 井上 晴喜委員長 

本日ボックスに次年度７月度プロ

グラム予定表と、藤田年度初例会

の案内を配布しています。夜間例

会となっておりますので、お間違

えの無いようにお越し下さい。 

初例会の所信表明は、藤田会長、藤戸幹事、大野ＳＡ

Ａ、黒田直前会長、会計です。また、週報に掲載する

原稿も当日ご持参ください。よろしくお願いします。 

＝＝＝ 2019年 7月プログラム予定 ＝＝＝ 

7月 1日（月） 夜間 18:30～20:30 

☆初例会／誕生会／所信表明 

♠ 会長報告 黒田 忠嗣 会長  

♠ 幹事報告 小阪  知 幹事 

♠ 委 員 会 報 告 

 

 

 

 

 

2018-19 年度  アゼリアＲＣのテーマ

会 長／黒田 忠嗣  幹  事／小阪  知  

『 楽しいロータリーを通じて、 

地域社会へ奉仕を 』 

 

2018-19 年度 国際ロータリーのテーマ [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 

 

2019年 6月 24日 第 917回例会  VOL.21 No.41 TOTAL 856 

    

 

-------- 本日の例会  6月 24日（月） ------ 

第 917回例会  

  ☆最終夜間例会 

   時間 18:30～20:30 

   場所 アバローム紀の国 ツインバード 

 

-------- 次回の例会  7月 1日（月） -------                    

第 918回例会  夜間（18:30～20:30） 

  ☆新年度初例会 

  ☆誕生会 

  ☆所信表明 

   藤田会長・藤戸幹事・大野ＳＡＡ 

黒田直前会長・井上会計 

     

------ 前回の例会記録 6月 17日（月）------ 

第 916回例会   

○ロータリーソング  ＲＯＴＡＲＹ 

 〇ゲ ス ト 紹 介  

〇ビジター紹介  東京中央ＲＣ  北崎 隆 様 

○出 席 報 告  会員数 34 名（内出席免除 3 名） 

本 日 の 出 席   6 月 17 日 21/32 名   65.63％ 

前々回修正出席  6月  3日  26/33名  78.79％ 

メーキャップ   3 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 Weekly Report 



7月 8日（月） 

☆所信表明（クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、 

 国際奉仕、広報、クラブ管理）理事 

7月 22日（月） 例会時間 30分延長 

☆第 2 回クラブ協議会  

7月 29日（月） 

☆内部卓話 當仲 清孝会員 

◎次年度職業奉仕委員会      北野 敏夫理事 

次年度早々に会員名簿を配布させ

ていただきたいと思います。今か

ら回覧しますので、訂正や変更が

ありましたらその旨ご記入下さ

い。 

◎ゴルフ同好会世話役       掛下 吉三会員 

色とりどりの紫陽花の花が咲くこ

の季節に貝塚コスモスＲＣとの合

同ゴルフコンペにアゼリアから當

仲、大野、栗山、西出、岡本（敬

称略）掛下の 6 名で、場所泉佐野

カントリーにおいて参加してきました。早いもので今

回で 17 回目の合同ゴルフコンペとなり、貝塚コスモ

スＲＣのメンバー参加者は川﨑会長、田端エレクト、

井谷ＳＡＡ、木下氏の 4 名と和気あいあい一日楽し

く親睦と交流が計れました。そして団体戦の方は、貝

塚コスモスＲＣに軍配が上がりました。 

 

 

黒田 忠嗣会長 

ちょうど 1 年前、創立 20 周年

の節目の翌年、和歌山アゼリ

アロータリークラブの会長と

いう重責を拝命し、年度を全

うしようとしています。これ

も一重にメンバーの皆様、理

事委員長の皆様、そして幹事、SAA、事務局員さんの

支えにより行えたこと先ずもって御礼申し上げます。 

私は 22 年前 38 歳でチャーターメンバーとして和歌

山アゼリアロータリークラブに縁あって入会させて頂

き、1 年目で親睦活動委員長を、2001 年 4 年目で小

門会長のもと幹事をさせて頂きました。それ以降は仕

事や体調の事があり約 10 年間スリーピング会員でし

たが、2013 年の安宅年度よりお声がけを頂き復帰さ

せて頂きました。安宅さん、掛下さんよりお声がけを

頂いた時のことは今でも昨日の様に鮮明に覚えてい

て、出席に対してずっと迷惑をかけ続けていた私に温

かい声をかけて頂き 10 年間の充電期間の分を和歌山

アゼリアロータリークラブに恩返しをさせて頂こうと

心に刻み、今に至ってます。 

本年度、私の所信は RI 会長のバリー・ラシン氏のテ

ーマ『インスピレーショになろう』、RI 第 2640 地区

樫畑直尚ガバナーの『ロータリーを楽しもう』のスロ

ーガンを受けて、和歌山アゼリアロータリークラブの

テーマとして『楽しいロータリーを通じて、地域社会

へ奉仕を』掲げさせて頂きました。そして、和歌山ア

ゼリアロータリークラブの特徴のある奉仕事業を行う

事により、広報活動を通して公共イメージの向上に努

めて行きたいと考えました。それにより、地域への認

知度も広がり会員相互の信頼、会員増強・退会防止に

も繋がって行くと思います。その楽しく行う事業を切

り口に、各委員会に事業を計画して頂きました。1 年

間を通して長丁場のクラブ奉仕委員会では井上理事の

元、バランスの取れた年間計画を立てて頂き、吉岡委

員長の元、例会運営員会と連携し出席をしたくなる魅

力あるプログラムを組んで頂きました。そして、新春

初例会では念願の１００％例会を達成できました。 

また、親睦活動委員会は野村委員長の元、和歌山

RC、和歌山北 RC、和歌山東南 RC、貝塚コスモス

RC と、4 回の合同例会を開催して頂き、月 1 度程度

の夜間例会、グルメ会、三田への親睦旅行、クリスマ

ス例会、新春初例会、バーベキュー花見会等、会員相

互の親睦を図る会を開いていただきました。 

また、職業奉仕は岡本理事の元、安宅委員長の職業奉

仕委員会で継続事業となった田植え・稲刈り・こども

食堂の一連の事業を行って頂きました。この継続的な

一連の事業は地区内の他のクラブからも高評価を頂い

ております。社会奉仕は北野理事の元、當仲社会奉仕

委員長の元、市内 9 クラブ合同事業の JR 和歌山駅西

口前広場の花壇の植え替え、20 年以上続いているワ

ンワン街頭募金等を行って頂きました。青少年育成委

員会は田原委員長の元、宇都宮病院さんのなるコミわ

♠一年を振り返って 

 

 

 



ら祭りに藁の贈呈、鳴神こども食堂にボランティアユ

ニホームの寄贈、カナの家の春祭りを実施して頂きま

した。国際奉仕部門は大野理事の元、藤戸世界社会奉

仕・国際交流委員長が中心となり姉妹クラブ締結 4

年目の済州日の出 RC に公式訪問し 15 周年式典に

13 名で参加させて頂きました。そして今後の両クラ

ブの共同事業の方向性についての会議も持たせて頂き

ました。そして中村ロータリー財団・米山奨学委員長

の元ではロータリー財団・米山奨学への啓蒙活動。寄

付の要請・表彰を行って頂きました。白神広報理事の

元、多治川クラブ会報委員長が中心となり、1 年間滞

りなく週報の発行、各種事業の広報をマスコミ・Ｈ

Ｐ、FB 等に行って頂きました。そして、藤田クラブ

管理理事の元、松本良二職業分類・会員選考・ロータ

リー情報委員長、掛下会員増強委員長が中心となって

5 名の会員増強が出来ました。また、ゴルフ同好会の

世話役の掛下会員、グルメ同好会世話役の梅田会員、

アゼリアバンドリーダーの井上会員、取りまとめあり

がとうございました。そして本来は事業計画には無か

ったのですが、親クラブの和歌山 RC の取り計らいも

あり国際ロータリー第 2650 地区京都紫竹 RC と友好

クラブに向けての仮調印を 5 月に行う事が出来まし

た。上記の各事業に関して、今となればもう少し自分

自身できたこともあるのでは無いかと悔いもあります

が、メンバーの皆様のご協力により年当初の事業計画

以上の成果を上げられました。本当にありがとうござ

います。本年は 4 月から 6 月までの 3 日間に渡り当

クラブからは藤田エレクト、藤戸次年度幹事、野村ノ

ミニーも参加して頂いたのですが、第 2640 地区の

RLI(リーダーシップ研修会)に講師として参加し、約

３０の地区内クラブ現状等を話し合ったのですが、和

歌山アゼリアＲＣはまだまだ創立 22 年と若いクラブ

ですが事業内容、クラブや会員の結束等、対外的・対

内的、多岐に渡って素晴らしいバランスが取れた素晴

らしいクラブという印象を持ちました。ただ、強いク

ラブという切り口での議論ではどのクラブも一番難し

い問題なのですが、会員の減少が挙げられます。問題

は景気・人口・加齢による退会・地区内の問題といろ

いろ出ましたが、先ずは会員増強を毎年継続的に行わ

れていないクラブは衰退しています。特に、創立 30

年前後を見据えて会員増強を継続的に行ってるクラブ

は現状に近い形で残っています。我がアゼリア RC も

このパターンに含まれます。今年は純増 4 名に留ま

りましたが、次年度以降、会長が中心となり継続的な

会員増強をよろしくお願いします。長くなりました

が、本年度 一年間を振り返っての所感とさせて頂き

ます。1 年間 本当にありがとうございました。 

小阪  知幹事 

この一年間、皆様には大変ご協力

いただきましたことに心から感謝

いたします。今期は黒田会長の発

案により急激に事業活動を拡大し

た関係で、今の心境は達成感より

も疲労感が多く感じられます。 

特に合同例会の回数の倍増、既存の友好クラブにおい

てお互いの事業に参加決定、そして新たなクラブとの

友好クラブ仮締結等々、大変過密なスケジュールで会

員も疲弊しているのが現状です。ただ何事も現状を打

破し向上するときはエネルギーがいるもので、その意

味で黒田会長の積極性と行動力には凄さを感じていま

す。改めて幹事の立場としてこの一年に思いを巡らせ

ると、今期は新しいことへの挑戦の年だったため、理

事会や各委員会、また会長と幹事との間においても意

見を交わす機会が多く、たくさんの気づきがあり、そ

の成果としてクラブの発展はもとより、個を磨く一助

になっていたのではと思います。また急激に拡大した

分、反省点も多くあり、次年度以降、特に友好クラブ

や姉妹クラブ間におきましては、取り決め等再検討を

お願い出来ればと思います。一年間ありがとうござい

ました。 

梅田 千景ＳＡＡ 

皆様 こんにちは。 

一年間、ありがとうございまし

た。お聞き苦しいところも有っ

たと思いますが何とか一年無事

に SAA を務める事が出来まし

た。まず、最初に SAA を頼ま

れた時に、私には無理と断りましたが、会長に強引に

押し切られました。入会して３年ちょっとで SAA と

いう大役を任されるという事にすごく不安でした。そ



れまで例会では、進行されている SAA さんが、楽し

いなぁ面白い事を言っているなぁ、と聞いていただけ

で実際に自分がしゃべるとなると、ロータリーの事が

解っていないなぁと実感しました。事務局佐武さんに

は進行表からボードまで準備を任せっきりで、進行し

ていく中で黒田会長や小阪幹事に、これは何？ここは

どうするの？と聞いたりして、本当に解っていなかっ

たと実感しました。一番気を付けていたのが、言い間

違いでしたが、ちょこちょこ間違えてしまいました。

休まないようにと思っていましたが、２回休んで當仲

さんに代理をお願いしました。ありがとうごさいまし

た。休まないで出席しようと思うのも、少し重荷にな

っていましたし、早く行って準備もしないと、と思っ

ていましたが中々時間に間に合わなくて、佐武さんに

任せてしまい、食事開始のチャイムもお願いしてしま

った事も有りました。また、黒田会長のパワフルな行

動に付いて行くのが必死でした。SAA の報告の中で 

1 つ改善させて頂いた事が、ニコニコ箱の報告の時、

一人一人拍手をするのを 最終一斉に拍手するに変更

させて頂きました。合同例会で他クラブの報告の仕方

を聞いていて、アゼリアは内容は一人一人自分の言葉

で書いてくれているのは、とても良いと思いました

が、時間の都合も有り、拍手は一斉の方が良いと思い

ました。次年度からも続けて欲しいです。 

この一年 SAA としてクラブの中にしっかり入り込

んで、勉強する事が沢山有りました。少しはロータリ

ーの事が解ったかな、と思います。一年ありがとうご

ざいました。 

 

 

♠ニコニコ箱 

東京中央ＲＣ 北崎 隆様 

ゴルフが好きなので紀伊高原ゴルフクラブのオーナー

とお会いできてニコニコです。 

黒田 忠嗣会長 

「一年を振り返って」つたない卓話ですがご清聴よろ

しくお願いします。 

小阪  知幹事 

東京中央ＲＣの北崎様、ようこそお越し下さいまし

た。ごゆっくりお過ごし下さい。 

梅田 千景ＳＡＡ 

本日は東京より北崎様ようこそお越し下さいました。

先週は大腸検査でポリープ 2 つも取りました。 

野村  伸会員 

ＲＬＩ研修 3 回目無事終了致しました。よい勉強に

なりました。 

大野 治朗会員 

黒田会長、小阪幹事、梅田ＳＡＡ、あと最終例会。気

が楽になって来たかと思いますが、来週は「お疲れ

様」と言わせて頂きます。 

坂部美智子会員 

先日の田植えに参加できずに申し訳ありません。東京

中央ＲＣ北崎様ようこそお越し下さいました。 

本日合計額  16,000円    累計額 1,274,800円 

♠ロータリー財団 

本日合計額  11,500円     累計額  375,000円 

黒田 忠嗣会員 野村  伸会員 大野 治朗会員 

坂部美智子会員 梅田 千景会員 

♠米山記念奨学会 

本日合計額   5,500円       累計額  276,000円 

黒田 忠嗣会員 大野 治朗会員 坂部美智子会員 

梅田 千景会員 

 

☘ 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 6 月 24 日（月） 休会 

和 歌 山 6 月 25 日（火） 最終夜間例会 

和歌山東南 6 月 26 日（水） 最終親睦夜間例会 18:30～ 

和 歌 山 西 6 月 26 日（木） 休会 

和 歌 山 東 6 月 27 日（木） 休会 

和歌山城南 6 月 27 日（木） 最終例会 場所：ルミエール華月殿 

和 歌 山 南 6 月 28 日（金） 休会 

和 歌 山 中 6 月 28 日（金） 最終例会 

◎サイン受付   

和 歌 山ＲＣ：6 月 25 日（火）12:00～12:30 

        ダイワロイネットホテル和歌山 4F 

和歌山東南ＲＣ：6 月 26 日（水）12:00～12:30 

        ルミエール華月殿 

和歌山城南ＲＣ：6 月 27 日（木）18:00～18:30 

        ホテルアバローム紀の国 

♠ Ｓ .Ａ .Ａ .報 告 （ 3 つの 箱）  

ご案内 


