
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんこんばんは！！ 

今年度会長をさせていただく野

村 伸でございます。よろしくお

願い致します。コロナ禍
か

も大変

な時に、豪雨のため各地で災害

が起きています。こんな悪天候の中、初例会を迎え、

また全員出席いただきありがとうございます。今年一

年よろしくお願い申し上げます。 

 

 

新年度理事会におきまして、新型

コロナウィルス感染拡大防止の

為、フェイスガードを購入致しま

したので、着用のご協力をお願い

致します。各自マジックでお名前

を記入しておいてください。(ご自身で持ち帰り保管

して頂いても結構です） 

ライトハウスの会報誌を回覧します。 

県より、「新型コロナウイルス接触確認アプリ」イン

ストールのお願い文書が届きました。回覧しますが、

資料ご希望の方は事務局でコピーをしてお渡しいたし

ますのでお申し出下さい。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。今年度 30 名のスタートになりました。新

しい組織図をボックスに配布しておりますので、ご自

身の委員会を今一度確認しておいて下さい。 

週報を綴るファイルですが、今年度、購入しました。

まだ受け取っていない方は受付でお受け取り下さい。 

来週 13 日は、例会時間 30 分延長し、木綿ガバナー

補佐をお迎えいたしまして全員参加型クラブ協議会と

なっております。各理事委員長様には委員会活動計画

♦   

  

 

 

2020-21 年度 和歌山アゼリアＲＣのテーマ

会 長  野村 伸 ／ 幹  事  栗山 久  

『 』 

 

2020-2021 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 

 

2020 年 7 月 13 日 第 950 例会  VOL.23 No.2 TOTAL 889   

 

-------- 本日の例会 7 月 13 日（月）  ------ 

第 950 回例会   

☆第 2 回クラブ協議会「委員会活動計画発表」 

 ～木綿紀文ガバナー補佐をお迎えして～ 

国際ロータリー第 2640 地区ガバナー補佐 

              木綿 紀文様 

-------- 次回の例会  7 月 20 日（月） -------                    

第 951 回例会    

  ☆内部卓話 「 ｂａｒ 」 

               中村 善夫 会員 

------ 前回の例会記録 7 月 6 日（月） ------ 

第 949 回例会  初例会 

○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 30 名（内出席免除 3 名） 

本 日 の 出 席   7 月 6 日 30/30 名 100 ％ 

前々回修正出席  6 月 22 日  28/32 名 87.50％ 

メーキャップ   0 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 



の発表をお願い致します。必ずバッジ着用でご出席下

さい。 

ゴルフ同好会よりご報告させて頂きます。6 月 24

日、貝塚コスモスＲＣとの 18 回目の合同ゴルフコン

ペを紀伊高原ゴルフクラブで開催いたしました。今回

は久しぶりにアゼリアがチーム優勝いたしました。 

なお、世話役の掛下さんの後任としまして私が今後取

りまとめをさせていただきます。よろしくお願い致し

ます。 

第 18 回コスモス RC＆アゼリア RC 合同ゴルフコンペ 

於：紀伊高原ゴルフクラブ ホスト：アゼリアＲＣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

順位 氏 名 アウト イン トータル HDCP ネット 

優勝 山 田 49 46 95 24.00 71.00 

準優勝 掛 下 47 50 97 22.80 74.20 

３位 田 端 43 48 91 16.80 74.20 

 

 

 

前年度藤田会長より、今年度野村会長・栗山幹事へ、

バッジの引き継ぎが執り行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黒田 忠嗣会員へ 2020～2021 年度国際ロータリー

第 2640 地区ＲＬＩ委員会副委員長並びに、財団学友

小委員会委員への委嘱状授与。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎前年度会計           井上 晴喜理事 

昨年度の市内９ＲＣ会長幹事会の

引継事項につきましてご連絡させ

て頂きます。昨年４月に予定して

おりましたＩＭが中止となり、そ

れに伴う決算について６月 23 日

付で報告がございました。詳しくは回覧しますのでご

覧ください。記録誌冊子作製料や謝礼等を差引いた剰

余金につき返金がございました。前年度理事会におき

まして、剰余金 78,166 円は、前年度のニコニコ箱へ

入れることで承認されております。ご理解の程お願い

致します。 

◎前年度Ｒ財団・米山奨学委員会  中村 善夫理事 

前年度Ｒ財団・米山奨学会の個

別寄付状況のお知らせを配布し

ています。ご協力頂きありがと

うございました。 

 

◎職業奉仕委員会        小阪  知委員長 

今年度の会員名簿を配布させて頂

きます。中身をご確認いただきミ

ス綴じなどありましたら交換致し

ますのでお申し出ください。 

 



 

7 月お誕生月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 坂部美智子会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 野村  伸  

本日より、2020-21 年度、和歌山

アゼリアロータリークラブの会

長として 1年間よろしくお願い致

します。今年度はコロナ禍真っ

只中でのスタートとなりました。

コロナ禍により、新しい生活様

式など今までにない情勢になっています。 

今期アゼリアＲＣのテーマである 

「ロータリーの奉仕を通じて、機会を得よう」 

の、奉仕活動が一年間無事に行われ、ロータリーの奉

仕を通じて一つでも多くの機会が得られることを願い

ます。又、前年度に於いて 5 名の退会がありました。

今年度はぜひとも、他のロータリークラブにはない、

家庭的な我がアゼリアロータリークラブをＰＲして、

新会員の増員をしたいと思います。力不足の私ですが、

一生懸命がんばりますので、皆様ご協力よろしくお願

い申し上げます。 

 

幹事 栗山  久  

本年度、幹事をさせていただき

ます栗山です。以前は半年しか

できなくて、副幹事の岡本君に

は御迷惑をおかけしました。今

回もあやしいので岡本君に副幹

事をお願いした次第でございま

す。今年は、合同例会のホスト役が重なりまして、対

外的に調整する事が多くなると思われます。私は人見

知りする方で、ベラベラしゃべるのがヘタな人間でご

ざいます。今後、色々問題を起こすかもしれませんが、

ご勘弁お願いします。 

 

直前会長 藤田眞佐子  

皆さんこんにちは！前年度は大

変お世話になりありがとうござ

いました。コロナによるお休み

の期間もありましたが、皆さん

のご協力により、会長としての

１年間を無事に送ることができ

ました。今年度の野村会長、第１回目の例会、誠にお

めでとうございます。コロナも第二波、第三波、どう

なるか先が見えない状況ではございますが、皆で知恵

を振り絞り、野村会長を中心に乗り切っていけたらと

思います。皆さん、本当に前年度はお世話になりまし

た。野村会長、理事の皆様、これから一年間、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 

会計 梅田 千景  

今年度の会計を仰せつかった

梅田です。家計簿も３日と続

かず、数字が並んでいると、

一十百千万、と読まないとダ

メな私が、会計なんて、と思

っていましたが、お金の計算

は事務局の佐武さんがしてくださいますので、このク

ラブの中で資金がどう集められるのか？そしてどう使

われるのか？を、会員皆様に解かって頂き、共有し、

協力頂けるように運営していきたいと思います。 

私は会計引継ぎ時に少しだけ理解する事が出来まし

た。ニコニコ箱は、今後も引き続き、一人 4 万円の

ご協力をお願い致します。一年間よろしくお願いしま

す。 

 

ＳＡＡ 北野 敏夫  

今年度 SAA に任命されまし

た北野です。滑舌が悪くお聞

き苦しいところも多々あると

思われますが、一年間どうぞ

宜しくお願い致します。まず



目標ですが、野村会長のご要望通り、ホテル、幹事、

事務局の佐武さんとの連絡及び確認を密に出来るよう

に努力したいと思います。 

また、会場には早く来て例会準備にも積極的に参加

し、配席の工夫等にも心がけていきたいと思います。 

次に、私から皆様への要望ですが、例会中は携帯電話

をマナーモードまたはオフにして頂きたいと思いま

す。それから、ニコニコ箱の報告ですが、私の読字力

は低いので、出来れば読みやすい文字でお願いしま

す。また、拍手は、「最後に、まとめて、盛大に」に

ご協力をお願いします。 

 

クラブ奉仕委員会理事 井上 晴喜 

クラブ奉仕部門は、私がよく担

当させて頂いている部門ですの

で、経験を伝えながら取り組ん

でいく事ができると思います。

新型コロナウイルスの感染拡大

防止、あるいはまた先日、新た

に新型インフルエンザも発見されたとの事で、従来の

形式での活動は難しい部分もあるかと思います。堀本

委員長、宮井副委員長はじめ、各委員さんとその都度

状況を判断しながら創意工夫し、会員皆様が不安無く

参加頂けるような事業を検討していきます。 

また、様々なロータリーの経験ができるような、楽し

く充実した委員会活動を行っていきたいと思います。 

 

職業奉仕委員会理事 當仲 清孝 

今回、職業奉仕の理事を拝命致

しました當仲です。職業奉仕の

活動内容は、フォーラム、名簿

作成、企業訪問等があります。

特に今年は新型コロナウィルス

感染拡大により、たいへんな状

況になっていますが、小阪委員長とも相談の上、慎重

を期してふさわしい企業訪問を開催したいと思いま

す。皆様の中で、是非この企業を訪問したいとの要望

がありましたら遠慮無しにご提案下さい。検討したい

と思います。何しろ、職業奉仕は初めての経験であり

ますので、不行き届きの面もあろうかと思いますが、

頑張る所存であります。よろしくお願い致します。 

 

社会奉仕委員会理事 岡本 嘉之 

昨年は社会奉仕/青少年育成委

員長で、今年度は社会奉仕委員

会理事を仰せつかりました。 

前年度同様、盲導犬育成のため

の「ワンワン募金」、「こども食

堂」の子ども達との稲刈りと食

事会、「カナの家春祭り」等、の継続事業を遂行して

いきたいと思います。 

前年度は新型コロナウィルス感染拡大防止の為、こう

いった事業を実行する事ができませんでしたが、そう

いった対応策を考慮し、新しい奉仕活動を模索してい

きたいと思います。 

 

国際奉仕委員会理事 大野 治朗 

前任の掛下会員が急遽退会し

たことにより、役が回って来

ました。今期はのんびりさせ

て頂こうと思っておりました

が、そうもいきません。まぁ

もともと根はのんびりしてお

りますが・・・ 

さて、ご存知ない方もいると思いますが、初めて海外

の交流を計るという事で、16 年前、台北圓環ＲＣと

のツインクラブとして 3 年間ほど交流を続けまし

た。そして 9 年前、現在の韓国済州日出ＲＣと交流

を始め、今に至っている訳ですがなぜか私はどちらも

100％出席でした。この経験と知識を活かしてと言い

たいのですが、行っただけで知識はほとんどございま

せん。今回は当クラブを訪問して頂く事になっており

ますが、コロナの事があり、どの程度の友好が出来る

かは未定です。状況を見ながら話し合いを進めていか

ねばと思いますが、未知数です。決定の際は皆様ご協

力お願い致します。又、毎回お願いしている事です

が、ロータリー財団及び、米山奨学委員会への寄付、

又、ポリオプラス 30 ドルの達成など、よろしくお願

い申し上げます。今期一年皆様のご協力ご鞭撻の程よ

ろしくお願い申し上げます。 



広報委員会理事 田原サヨ子  

今年度副会長に任命されまし

た。陰ながら野村会長を支えて

いけるよう頑張りたいと思いま

す。 

広報委員会といたしましては、

二つの部門、雑誌・広報・ＩＴ

委員会と、クラブ会報委員会がございます。後和委員

長、貴志副委員長と、3 名のメンバーとなり少し寂し

いですが、毎週の会報の為の写真撮影、各委員会報告

や外部卓話等の原稿の回収、ロータリーの友の読みど

ころ紹介等、また委員会事業に参加し記録として皆さ

んにご紹介する事、奉仕活動の報道機関への取材要

請、ホームページの充実等・・・お役目もたくさんあ

りますが、25 周年に向けて、そして、アゼリアＲＣ

の歴史を記録していきたいと思います。微力ではござ

いますが、3 名のメンバーで頑張っていきたいと思い

ますので、会員皆様には原稿の早めのご提出等、ご協

力の程よろしくお願い致します。 

 

クラブ管理委員会理事 松本 良二 

〇職業分類、会員選考、Ｒ情報

委員会 

職業分類で頭を悩ますほど会員

が増えれば良いですね。 夢み

たいなこと思ってます。 

新会員の研修会を開催してＲ.

Ｃの歴史や目的、責務を解り易く説明し、オリエンテ

ーション顧問と協力してクラブに馴染めるようにそし

てＲ.Ｃ知識を学んでもらえるようにします。 

ＩＤＭは２回開催します。ＩＤＭの出席率が高いので

会員の別の一面が解り合えるような意義ある会にした

いと思います。 

今年直面した新型コロナクライシスなどを乗り切る対

処などの管理機能を設けれればと思います。ＲＩや地

区からの情報を会員に知らせます。 

〇会員増強 

寄せては返す波は返す波の方が多くて減る一方になっ

てます。コロナにやられた状況もありますが近年のア

ゼリアの増強状態は、「増強々々」と呼び掛けても空

念仏になってしまって、実体として成果が上がってい

ません。人が増えないと活性化もなくなり淀んでしま

い、マンネリ化してアゼリアの持続が困難になってき

ます。会員諸氏是非とも一人でもご推薦して頂きます

ようお願いします。 

 

 

 

野村会長の乾杯の音頭で懇親会の始まり♪ 

本日の初例会は 100％出席です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

♠ニコニコ箱 

野村  伸会長 

皆様こんばんは！ いよいよ始まりました。1 年、ど

うぞよろしくお願い申し上げます。 

栗山  久幹事 

初例会、これから多難な 1 年間の始まりだぁ～ 

北野 敏夫ＳＡＡ 

皆様、一年間どうぞ宜しくお願いします。 

安宅 浩一会員 

今日から野村年度の始まりです。一年間宜しくお願い

します。 

井上 晴喜会員 

野村会長、理事役員の皆様、一年間よろしくお願い致

します。 

藤田眞佐子会員 

前年度はありがとうございました。野村会長～ 一年

間がんばって下さい。応援します。 

後和 信英会員 

野村会長、初例会おめでとうございます。栗山幹事、

北野ＳＡＡ、理事役員の皆様、一年間よろしくお願い

致します。 

北畑 充香会員 

野村会長、栗山幹事、北野ＳＡＡ、一年間よろしくお

願い致します。 

小阪  知会員 

いよいよ野村年度が始まりました。コロナ禍で大変な

状況ですが、力を合わせて頑張りましょう。 

黒田 忠嗣会員 

野村年度の初例会おめでとうございます。野村会長、

栗山幹事、北野ＳＡＡ、一年間マイペースでがんばっ

て下さい。 

松本 良二会員 

野村さん、栗久さん、北野さん、一年間よろしくお願

いします。栗久さん、アル中は一年間止めて、一年間

だけ健康で居て下さい。 

松本  博会員 

皆さん、今年度もよろしくお願いします。 

宮井 靖輝会員 

野村会長、一年間よろしくお願いします。 

中村 善夫会員 

野村会長、栗山幹事、北野ＳＡＡ、一年間よろしくお

願いいたします。藤田前会長、大野ＳＡＡ、一年間あ

りがとうございました。 

西出 隆一会員 

野村会長、初例会おめでとうございます。栗山幹事、

北野ＳＡＡ、理事役員の皆様、一年間よろしくお願い

致します。 

大野 治朗会員 

野村丸の出航です。会長、幹事、ＳＡＡ様、一年間ご

苦労様です。 

岡本 嘉之会員 

野村会長、新年度初例会おめでとうございます。栗山

幹事、北野ＳＡＡ、理事役員の皆様、一年間よろしく

お願い致します。 

坂部美智子会員 

野村年度、頑張って下さいね。お誕生祝いありがとう

ございます。 

澤本 栄子会員 

令和 2 年度、野村様年度に入りました。 

「枯れ木も山の賑わい‼」私も頑張りたいと思いま

す。面倒ですが、よろしく。 

白神 修次会員 

お誕生祝いありがとうございます。 

田原サヨ子会員 

野村年度のスタートです。皆さんどうぞよろしくお願

いします。 

多治川 仁会員 

野村会長、栗山幹事、北野ＳＡＡ様、新役員の方々、

一年間よろしくお願い致します。 

當仲 清孝会員 

今日から新年度始まります。本年度もよろしくお願い

致します。 

梅田 千景会員 

これから一年よろしくお願いします。とうとう 60 歳

になってしまいました。０からスタートします。 

ゴルフ同好会メンバー 

大野、栗山、當仲、山田、松本博、宮井、藤戸より 

参加費の剰余金をニコニコへ・・・ 



貝塚コスモスとの合同コンペに於いて掛下会員世話人

の労をねぎらい、皆様からお祝いをしていただきまし

た。ありがとうございます。 

本日合計額 113,000 円    累計額 113,000 円 

 

♠ロータリー財団 

藤田眞佐子会員 北畑 充香会員 宮井 靖輝会員 

中村 善夫会員 大野 治朗会員 澤本 栄子会員 

田原サヨ子会員 梅田 千景会員 

本日合計額  30,000 円       累計額  30,000 円 

 

♠米山記念奨学会 

藤田眞佐子会員 井上 晴喜会員 北畑 充香会員 

宮井 靖輝会員 中村 善夫会員 大野 治朗会員 

澤本 栄子会員 田原サヨ子会員 梅田 千景会員 

本日合計額  34,000 円        累計額  34,000 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 13 日(月) 第 2 回クラブフォーラム～本年度活動計

画について 

和 歌 山 7月 14 日(火) 「新役員抱負」 

和歌山東南 7月 15 日(水) 

12:30～ 

前年度皆出席会員表彰 

表彰者より一言「皆出席の心構え」 

神谷会員 小林 会員 鰺坂 会員 

和 歌 山 西 7月 15 日(水) 例会変更 於：サンクシェール 

和 歌 山 東 7月 16 日(木) 木綿紀文ガバナー補佐をお迎えしての    

クラブ協議会 各委員会活動計画発表 

和歌山城南 7月 16 日(木)  藤井 秀香 ガバナー公式訪問 

和 歌 山 南 7月 17 日(金) ガバナー公式訪問 ＲＩ第 2640 地区  

藤井 秀香 ガバナー 

和 歌 山 中 7月 17 日(金) クラブフォーラム 

◎サイン受付   

和 歌 山 西ＲＣ：7 月 15 日（水）12:00～12:30 

        7 月 22 日（水） 

        8 月 19 日（水） 

        8 月 26 日（水） 

                ラヴィーナ和歌山 

和 歌 山 東ＲＣ：7 月 30 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 30 日（木）18:00～18:30 

        ホテルアバローム紀の国 

◎休  会 

和歌山東南ＲＣ：7 月 29 日（水） 

和 歌 山 西ＲＣ：7 月 29 日（水） 

        8 月 12 日（水） 

 

         

 

～お知らせ～ 

京都紫竹ＲＣ疋田会長様より 

ご祝辞が届きました 

 

 

 

和歌山アゼリアロータリークラブ  

2020-2021 年度 会長 野村 伸 様 

謹啓  

酷暑の候、野村会長、及び和歌山アゼリア RC 会員の

皆様方におかれましては、益々のご清栄のこととお慶

び申しあげます。平素は一方ならぬご高配を賜り厚く

御礼申し上げます。 

本日 2020-2021 年度初例会開催を心よりお祝いを申

し上げます。 

今年 1 月頃より、全世界に感染が拡大し始めた新型

コロナウイルスの猛威により当京都紫竹ロータリーク

ラブも 3 月以降、休会や自粛が続き、満足な準備が

出来ず新年度を迎える事になりました。貴クラブにお

いてもクラブ運営に大変な苦慮なされたかと存じま

す。このような時こそ、お互いに協力し困難を乗り越

えたく思います。どうぞこの一年間よろしくお願いい

たします。 

今後の和歌山アゼリアロータリークラブ、会員皆様の

ご健勝と貴クラブの益々のご活躍とご発展を心よりお

祈り申し上げます。 

本来なら拝眉にてお祝いを申し上げるところですが、

まずは書中をもちまして、お祝い申し上げます。 

謹白 

ご案内 


