
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日、中野ガバナーが訪問して下

さっています。中野ガバナーあり

がとうございます。また、森本ガ

バナー補佐が前回の例会に引き続

き、お越し頂きありがとうござい

ます。我、アゼリアはとても仲良く、信頼できるすば

らしい仲間達です。私も何もわからないままの会長職

ですが、本当に皆様に支えていただいて感謝していま

す。中野ガバナーに初めてお会いした時は「よかった

～」と思いました。それは、とても優しそうで何でも

お話させていただけると感じました。不安でいっぱい

の毎日でしたが、ホッ～といたしました。これからも

よろしくお願いいたします。 

さて、3 日土曜日、和歌山市のぶんだら祭りがあり、

私も踊りました。最後の方は足もつり気味、汗でベト

ベトになり、「ヒーヒー」言いながらもがんばりまし

た。今月 8 月は私の誕生月です。年齢はプラスではな

くマイナスになるぐらい若々しく生きたいと思いま

す。それには体力をつけないといけない。運動して脂

肪を減らし、筋肉をつけないと～がんばります。毎日

決意ばかりで行ないがない私です。さぁ本日も中野ガ

バナーと共に楽しい例会にしていきましょう。ありが

とうございました。 

 

 

地区より、「全国統一アクトの

日」のご案内文書が届いています

ので回覧します。ガバナー月信 8

月号もお目通し下さい。堺青陵Ｒ

Ｃより、創立 30 周年の記念誌を

お送り下さっておりますのでこちらも回覧します。 

♡ 会長報告 藤田眞佐子 会長  

♡ 幹事報告 藤戸 輝洋 幹事  

 

 

2019-20 年度 アゼリアＲＣのテーマ

会 長／藤田眞佐子  幹  事／藤戸 輝洋  

『 明るい語らいで友情を深めつつ、 

奉仕活動を 』 

 

2019-20 年度 [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 8 月 19 日 第 923 例会  VOL.22 No.6 TOTAL 862   

 

-------- 本日の例会 8 月 19 日（月）  ------ 

第 923 回例会  （夜間） 

☆納涼夜間例会 

☆宮井靖輝さん新入会員歓迎会 

   ☆前年度 100％例会出席者表彰 

☆前年度Ｒ財団/米山記念奨学会寄付達成者表彰 

☆前年度ニコニコ箱貢献者表彰 

 

-------- 次回の例会 8 月 26 日（月） -------                    

第 924 回例会   

   ☆会員増強委員会 クラブフォーラム    

「会員推薦。潜在能力あり？ 

もう限界？無関心？」             

------ 前回の例会記録 8 月 5 日（月） ------ 

第 922 回例会   

○ロータリーソング  アゼリアの友よ 

 ○ゲ ス ト 紹 介  国際ロータリー第 2640 地区 

                     ガバナー      中野 均  様 

                     ガバナー補佐 森本 芳宣 様 

○ビジター紹介 

○出 席 報 告  会員数 34 名（内出席免除 3 名） 

本 日 の 出 席   8 月 5 日  27/32 名 84.38％ 

前々回修正出席  7 月 22 日  26/32 名 81.25％ 

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 Weekly Report 



ロータリー日本財団より、2019 年 1 月～６月末まで

の個人寄付の「確定申告用寄付金領収証」が届いてお

りますのでボックスにお入れしておりますのでご確認

ください。地区大会のパンフレット並びに、地区大会

記念ゴルフ大会の案内をお入れしております。ゴルフ

大会の参加費 10,000 円のうち 3,000 円はクラブよ

り負担させて頂きます。自己負担 7,000 円です。ワ

ンワン募金のご協力お願いします。 

来週８月 12 日はお盆のため休会となります。お盆明

けの 19 日（月曜日）は夜間例会です。 

先週 7 月 30 日に新会員通知書を郵送させていただい

ております。当クラブ細則第 14 条第５節により、ご

異議のあります方は、8 月８日までに理事会へお申し

出下さい。 

次に７月 29 日の第 1 回理事役員会の報告をさせてい

ただきます。 

①予定者会議における議題決定事項ついて 

1 月以降の予定者会議における決定事項は、理事役  

員の変更がなかったため、本日を以って正式に理事 

会による決定事項とする。 

・メーキャップの対象行事は奉仕活動、地区行事、ク  

ラブ行事（親睦旅行、市内 9RC クラブ親睦ゴルフ  

大会）をメーキャップ扱いとする。理事会、委員会 

はメーキャップとしない。アゼリアバンドの慰問演 

奏は社会奉仕の場合も有るので、事前にアゼリアバ 

ンド同好会の井上リーダーから理事会へ報告、審議 

することとする。なお、これ以外のものについて 

は、個別に理事会で決めることで承認。 

・前年度同様、組織図のクラブ奉仕部門の「クラブ会 

報委員会」を、広報委員会部門に変更し、雑誌・広  

報・ＩＴ委員会と委員長を兼任する。2019 年の規 

定審議会後に改めて審議し、クラブ定款細則を変更 

する方向で進める事で承認。 

②市内９ＲＣ会長幹事会の報告及び審議事項について 

・市内９ＲＣの共同事業である「ＪＲ和歌山駅前花壇 

植替え」の分担金 3 万円を社会奉仕委員会予算よ  

り支出する。 

③わかやま新報「暑中見舞い」掲載依頼について 

掲載することで承認。（雑誌･広報･IT 委員会予算よ 

り 10,800 円）。 

④貝塚コスモスＲＣ創立 25 周年記念式典について 

16 名が参加。本来例会扱いは過半数の参加が必要 

だが、予算の関係上、今回は例会扱いとすることで  

承認。 

⑤2019 年規定審議会の決定事項に関するアンケート  

について 

メークアップを大幅に緩和する制定案が採決され、  

これまで例会欠席の前後 14 日間に他クラブへの例 

会出席、もしくはサイン受付を済ませることがメー 

クアップするための要件だったのに対し、2019 年 

の規定審議会において 14 日間が、同年度内という 

期間が有効となった制定案に対して 

当クラブにおいては標準ロータリークラブ定款に遵 

守し、立法案反対表明を提出しないこととするで承 

認。 

⑥鳴神子ども食堂の子ども達との「稲刈り体験」、「食  

事会」ついて 

安宅理事より、10 月 19 日（土）に稲刈り体験を  

実施する旨の報告あり。また、11 月頃予定のお米 

の贈呈と食事会については、今年度は移動例会とせ 

ず会長・幹事・社会奉仕委員会メンバー及び会員は 

任意参加で訪問することで承認。（会員には出欠表  

配布） 

⑦地区大会について 

10/26（土）～27（日）にアゴーラリージェンシ 

ー大阪堺にて開催されるが、例年通り２日目につ 

き、会員に参加要請の案内をする。地区大会分担金 

（5,000 円）は、上期会費より徴収済みだが、参 

加登録料 2,000 円については、参加者個人負担と 

し徴収する。なお、10/10（木）の記念ゴルフ大会 

の取りまとめをゴルフ同好会の掛下会員にお願いす 

る。参加登録費用（１万円）のクラブからの補助に 

ついては参加者の人数により上限を＠3,000 円と

して外部会議費より負担することで承認。 

 

 

◎社会奉仕委員会        岡本 嘉之委員長 

後ほど出席・プログラム委員会からご案内があるかと

思いますが、9 月 2 日の第１月曜日がアバロームの休

館日で移動例会になっております。移動例会の前に、

♡ 委 員 会 報 告  



社会奉仕事業の清掃活動を実施さ

せていただきたく、ご案内文書を

配布しております。場所は、和歌

山城周辺で、今までの周年事業で

寄付をしました数か所の清掃活動

です。集合時間は例会前の 11：00 に和歌山観光土産

センター前です。時間は１時間ほどです。ご協力お願

い致します。 

 

◆和歌山城清掃活動◆ 

日にち  9 月 2 日（月） 

集合時間 11：00 

集合場所 和歌山観光土産センター前 

 

◎出席・プログラム委員会   井上 晴喜委員長  

お盆を挟みますので、9 月プロ

グラムの予定表をボックスに配

布させて頂きました。先ほど社

会奉仕委員会よりご案内がござ

いました通り、9 月 2 日の第１

月曜日はアバロームが休館日のため、移動例会となり

ます。清掃活動を 1 時間ほどしてからの例会になり

ます。例会場所は、Wajima 十番丁ビル 5F のイ・ボ

ローニャです。ロイネットの駐車場２時間まで無料券

を出して下さいます。 

食事の都合がありますのでお早目の出欠のご連絡をお

願い致します。 

また、第２月曜日の９日は、７日（土曜日）に例会日

を変更します。貝塚コスモスＲＣ創立 25 周年記念式

典への出席が例会となります。先にご案内を配布して

おりますが、バスの時間を少し早めさせて頂きます。

参加者の方へは追ってご案内させて頂きます。 

 

 

☆9 月 2 日（月）   

移動例会 

 Wajima 十番丁ビル 5F イ・ボローニャ 

 12:20～13:30 

☆9 月 7 日（土） 

貝塚コスモスＲＣ創立 25 周年記念式典 

 アバローム 15:30／ＪＲ東口 15:45 

☆9 月 9 日（月）休会 

☆9 月 16 日（月）祝日休会 

☆9 月 23 日（月）祝日休会 

☆9 月 30 日（月） 

☆外部卓話  

 スペシャルオリンピックス日本 

 

◎雑誌･広報･ＩＴ委員会     小阪  知委員長 

ロータリーの友８月号の紹介 

横組み  

Ｐ7～13 

クラブを活性化させる同好会の記事

が紹介されています。Ｐ12 には当

クラブと同じくバンドを作っておられる東京調布むら

さきＲＣのバンド活動の記事が載っています。衣装も

そしてグループ名もパープルズと本格的です。当クラ

ブの色はアゼリアの花のイメージよりピンク色です。

その色に合わせてアゼリアバンド名をピンキーズとす

るのも良いかもしれません。Ｐ13 には同好会の１０

のメリットが書かれています。 

Ｐ16 

横浜中ＲＣの杉島氏（９１歳）の会員増強力について

ご紹介いたします。 

2018～19 年度に会員増強委員長として１０名入会さ

れ、そのうち７名が杉島氏のご紹介です。勧誘する際

の８つのポイントが載っていますので参考にしていた

だければと思います。 

Ｐ24～25 

ロータリー米山記念奨学事業の基礎知識として奨学金

制度編が載っています。文字通り基礎的なことを知る

ことが出来て勉強になります。 

縦組み  

Ｐ4～８ 

今月号の特にお勧めの記事です。  

昨年３月 11 日に第 2620 地区、山梨県の甲府北ＲＣ

創立５０周年記念講演で、都留（つる）文科大学英文

学科特任教授の 松土清（まつどきよし）氏が講演さ

れた要旨です。 

“言葉の力”という表題ですが、昔と現在そして、日本

～ ９月プログラム予定表 ～ 



や世界の偉人の名言について語っておられます。特に

Ｐ８は感動的な内容です。そして最後は次のメッセー

ジを残されています。 

「一生を終えてのちに残るのは、われわれが集めたも

のではなくて、われわれが与えたものである」 とて

も大切な言葉です。 

Ｐ24～25 

ロータリーアットワークのページです。 

４月 20 日に和歌山市内９ロータリークラブで行われ

たＩＭについて、また６月４日には堺フェニックスＲ

Ｃ/堺フェニックスＲＡＣ（ローターアクト）の皆さ

んが、ハンブルク国際大会の分科会でクラブの会員増

強に関する報告が行われ、高い評価を受けられたこと

が載っています。 

 

 

「国際ロータリー第 2640 地区  

                     ガバナー  中野 均  様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際ロータリー マーク･ダニエル･マローニー会長に

ついて。 

25 歳の時、ロータリークラブ入会。30 歳の時、クラ

ブ会長。34 歳で地区ガバナーに就任されました。今

までに、国際ロータリーの重要な役職に携わっておら

れました。奥様もロータリアンです。ご夫婦でアラバ

マ州ジケーター･ロータリークラブに所属していま

す。 

2019-20 年度の会長テーマ「ロータリーは世界をつ

なぐ」について、ＰＥＴＳと地区研修･協議会でご説

明させていただきましたが、改めてクラブ会員の皆さ

まにお伝えさせて頂きたく思います。 

まず、最初に強調事項についてです。「ロータリーは

成長させることです。」それは、奉仕活動やプロジェ

クトのインパクトを成長させること、また、最も重要

なことは、会員を増やすことです。と述べられていま

す。そして、ロータリーでの経験の中核にあるのは

「つながり」であるとマローニー会長は信じていま

す。今、皆様方のクラブに置いて、会員増強に苦慮さ

れていると思いますが、引き続きご努力願いたく思い

ます。 

続いて、マローニー会長は「ロータリーで私たちは、

お互いの違いを超え、深く、意義あるかたちでお互い

につながることができます。」また、「ロータリーがな

ければ出会うことがなかった人びと、職業上の機会、

私たちの支援を必要とする人たちとのつながりをもら

たしてくれる」と。「つながり」についてですが、皆

さまは、ロータリーに入会された時は、どなたかの紹

介で入られたことと思います。その方と「つながって

いた」のではないでしょうか。また「つながり」があ

って入会を勧められた方もあったことでしょう。 

会長テーマ「ロータリーは世界をつなぐ」は、本当に

解りやすい内容です。皆さまの趣味や職業を通してロ

ータリーをつないで頂ければ有難く思います。マロー

ニー会長は「ユニークなネットワークを駆使するロー

タリーを通じて私たちは、人類の素晴らしい多様性と

つながり、共通の目的において末永く続く深い絆を作

り出します。私たち全員をつなぐのはロータリーで

す。」と言われています。さらに、忙しい職業人や家

族の都合でも忙しい会員にもリーダーの役割を果たし

てくれるよう促しました。 

国連との関係について、この焦点は、多くのロータリ

ー奉仕プロジェクトが支援する国連の持続可能な開発

目標であります。ロータリーは世界中の人道的課題に

取り組むため、国連と共に活動してきました。国連は

今日、ロータリーに対し、非政府組織の相談役に対し

て与える中で最高の立場を認めています。「ロータリ

ーは、より健康で、平和で、持続可能な世界に対する

国連の継続したコミットメントを共有しています。ロ

ータリーはほかの組織にはかなわないものを提供しま

す。つまり、奉仕と平和という精神の下に世界中の人

びとがつながることができ、目標の向かって意義ある

♡ ガバナーアドレス  



行動を起こすことのできるロータリーのインフラで

す」と述べられています。 

次に旅行好きのマローニー会長がゲイ夫人と旅に出ら

れた時の話です。それは、ニューヨークシティのＪＦ

Ｋ国際空港でターミナルをぶらついて人間観察をして

いました。どのゲートにも、人々の島がありました。

コンコースの中央を行けばそこはニューヨークで、同

じ川をみんなで進んでいます。わきにそれてゲートに

入ると、川を離れて島にたどり着きます。そこは、デ

リーやパリ、テルアビブなのです。「こんなにさまざ

まな人が、さまざまな国から、ひとつの場所に集まっ

ているのは、ロータリーみたいだ」と思いました。し

かし、あることでロータリーとは全く違うことに気づ

きました。それは、同じ方向に向かう人は話をするか

も知れませんが、違う方向に向かう人びとには話しか

けはしないのです。 

それに比べロータリーは、私たちが違いを超えて、深

く、有意義な形でつながり合うことを可能にしてくれ

ます。ロータリーに入らなければ出会えなかったよう

な人びと、思ってもみなかったほど自分に似ている人

びとに引き合わせてくれます。そういった出会いこ

そ、ロータリーでは、誰ひとり島に孤立したりしませ

ん。誰であれ、どこの出身であれ、どの言語を話すの

でも、みんなが一緒にロータリーに参加しています。

私たちは互いにつながり合っています。このつながり

こそ、ロータリーの核となるものです。これこそ、私

たちをロータリーへ導いたものなのです。これこそ、

ロータリー会員であり続ける理由です。「ロータリー

が世界をつなぐ中、ロータリアンの仲間と一緒に旅路

に出ませんか。」とメッセージを送られています。 

地区方針として、皆さまのつながりで、会員増強にお

力添えを賜りたく思います。皆さまのロータリー活動

の楽しみについて、それぞれで楽しんで頂いていると

思っています。地区委員会活動について、例えば、青

少年関連で関係するクラブでは、委員会活動に参加を

されています。各委員会は、皆さまにご参加頂けるよ

う企画されていますので、地区スローガンとして「参

加してロータリー活動を楽しもう」とさせて頂きまし

た。皆さまのご参加をお願いします。 

続いて、お願いさせて頂きたいのは、ロータリー財団

と米山記念奨学会への寄付です。 

目標額として、ロータリー財団年次基金寄付一人当た

り 200 ドル、ポリオ･プラス 10 ドルです。 

米山記念奨学会普通寄付一人当たり 6,000 円、特別

寄付 9,000 円合計 15,000 円をお願いさせて頂きた

く思います。よろしくお願いします。 

次に 2019 年規定審議会において、メークアップの要

件に関し変更があり、各クラブから地区へ毎月の出席

率報告を求めないこととしました。ただし、クラブ会

員数、入退会者数、出席規定免除者数などは、従来通

り毎月報告して頂きます。年度終了後速やかに、地区

へ出席率の報告を頂くことになります。また、クラブ

細則を変更することにより、メークアップの基準をこ

れまでどおり維持（例会の前後 14 日間に限る）する

ことができます。 

以上、私からの話とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♠ニコニコ箱 

藤田眞佐子会長 

中野ガバナーようこそアゼリアにお越しいただきあり

がとうございます。森本ガバナー補佐、前回に引き続

きありがとうございます。今月誕生月です。お祝いあ

りがとうございます。 

大野 治朗ＳＡＡ 

中野ガバナー様、森本ガバナー補佐様、本日よろしく

お願いいたします。 

井上 晴喜会員 

中野ガバナー、森本ガバナー補佐、本日はお忙しい中

♡Ｓ .Ａ .Ａ .報告 （ 3 つの 箱 ）  



ありがとうございます。 

貴志 佳記会員 

中野ガバナー、森本ガバナー補佐、本日はお忙しい中

ありがとうございます。 

北野 敏夫会員 

中野ガバナー様、本日宜しくお願いします。 

小阪  知会員 

中野ガバナー、森本ガバナー補佐、ようこそお越し下

さいました。本日よろしくお願い致します。 

栗山  久会員 

中野ガバナーよろしくお願いします。本日私の誕生日

です。澁野日向子プロの優勝おめでとうございます。 

松本 良二会員 

ガバナー、ガバナー補佐いらっしゃいませ。本日ご指

導お願いします。日本のロータリー100 年、我が聖

地甲子園 95 年、ダメ虎です。 

宮井 靖輝会員 

中野ガバナー、森本ガバナー補佐、本日はありがとう

ございます。よろしくお願いします。 

中村 善夫会員 

中野ガバナー様、森本ガバナー補佐様、本日はよろし

くお願い致します。 

西出 隆一会員 

中野ガバナー様、森本ガバナー補佐様、本日はようこ

そお越し下さいました。よろしくお願い致します。 

野村  伸会員 

皆様、暑中お見舞い申し上げます。中野ガバナー様、

森本ガバナー補佐様、本日よろしくお願い致します。 

坂部美智子会員 

中野ガバナー様、森本ガバナー補佐様、本日はようこ

そお越し下さいました。よろしくお願い致します。 

多治川 仁会員 

中野ガバナー、本日はようこそいらっしゃいました。

よろしくお願いします。 

梅田 千景会員 

中野ガバナー、ようこそお越し下さいました。よろし

くお願いします。ぶんだら踊りに参加して身体がガタ

ガタです。 

本日合計額  55,000 円    累計額  295,000 円 

 

♠ロータリー財団 

中村 善夫会員 野村  伸会員 坂部美智子会員 

梅田 千景会員 

本日合計額    7,500 円     累計額   91,000 円 

 

♠米山記念奨学会 

中村 善夫会員 野村  伸会員 坂部美智子会員 

梅田 千景会員 

本日合計額   6,500 円       累計額   76,000 円 

 

 

♠ワンワン基金例会寄付 

本日合計額   8,764 円       累計額   16,951 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 19 日(月) ガバナー公式訪問 「ガバナーアドレス」 

国際ロータリー第 2640 地区 

ガバナー 中野 均 様 

和 歌 山 8月 20 日(火) 「会員増強について」 RI 第 2640 地区

会員増強・維持委員会委員長川口正さん 

和歌山東南 8月 21 日(水) 

12:30～ 

卓話「ガバナー補佐よりのお話し」 

森本芳宣ガバナー補佐(和歌山北 RC) 

和 歌 山 西 8月 22 日(木) 21 日の例会を変更 夜間例会 

和 歌 山 東 8月 22 日(木) 国際ロータリー第 2640 地区  

中野 均ガバナー公式訪問 

和歌山城南 8月 22 日(木)  休会 

和 歌 山 南 8月 23 日(金) 第 1 回 I.D.M.発表 

和 歌 山 中 8月 23 日(金) フリートーキング 

◎サイン受付   

和 歌 山 西ＲＣ：8 月 21 日（水）12:00～12:30 

        ラヴィーナ和歌山 

和 歌 山 北ＲＣ：8 月 26 日（月）12:00～12:30 

        ルミエール華月殿 

       

ご案内 


