
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様こんにちは！雨ですね。

これでまた、寒くなりそうで

す。でも 11 月 9 日の高野山の

親睦旅行移動例会の頃には、

紅葉が色づいていることだと

思いますのでとても楽しみで

す。さて、本日は「鳴神子ども食堂」の宇都宮理事様

にお越し頂きまして、目録の贈呈の後、卓話をして頂

きます。本来でしたら子ども食堂に通う児童たちと、

田植、稲刈り体験、そして刈り取ったお米を子ども食

堂で調理して頂いて、皆さんと一緒に食事会を楽しん

での贈呈式を望んでおりましたが、新型コロナウイル

ス感染拡大防止のため、今年度は実現できず残念に思

います。本日の卓話では、宇都宮理事様に地域への取

り組みについてのお話をお伺いしたいと思います。 

よろしくお願い致します。 

 

 

ワンワン募金箱回しますのでご

協力お願いします。次に 10 月

26 日の理事会報告です。 

・会員の名刺について、地区の

委員会への出席や他クラブとの

交流時に、肩書のない一般の会

員（理事役員以外）へも名刺を作成しておいてはどう

かとの提案がございました。希望者に一年間で上限を

３０枚程度とし、事務局で作成し配布することで承認

されました。通年使える様に年度は記載いたしませ

ん。名簿を回覧しますのでご入用の方は〇を付けてく

ださい。 

♦   

  

 

 

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  
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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 11 月 9 日 第 965 例会  VOL.23 No.16 TOTAL 904   

 

-------- 本日の例会 11 月 9 日（月）  ------ 

第 965 回例会   

☆移動例会＆秋の日帰り親睦旅行～高野山～ 

 

-------- 次回の例会 11 月 16 日（月） -------                    

第 966 例会 （夜間）  

 ☆和歌山北ＲＣとの合同夜間例会 

  ホスト：アゼリアＲＣ 

18:30～20:30 

  ホテルアバローム紀の国 

 

------ 前回の例会記録 11 月 2 日（月） ------ 

第 964 回例会    

○ロータリーソング  アゼリアの友よ 

 ○ゲ ス ト 紹 介 特定非営利活動法人  

健康とコミュニティを支援するなるコミ 

代表理事 宇都宮越子様 

○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   11 月 2 日 23/27 名 85.19％ 

前々回修正出席  10月 19日  20/27名 74.07％ 

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 



・和歌山新報年始広告掲載について、例年通り掲載す

ることで承認されました。 

・年末クリスマス家族例会についてですが、コロナ禍

を考慮した内容の催しで親睦委員会にお任せし、ま

た、参加はご家族のみのお声がけでご友人、子どもさ

んはご遠慮いただくということで承認されました。 

それと、京都紫竹ＲＣの井上幹事含め３名が、11 月

7 日に来和されまして３月の合同例会の打ち合わせを

してまいります。だいたい決まりましたらご報告させ

ていただきます。 

本日、宇都宮理事様がＮＰＯで作られた「グラマラ

酢」をお持ち下さっておりますので、お帰りの際受付

で頂いてください。お心遣いありがとうございます。 

 

◎指名委員会招集について  松本良二会長エレクト 

１０月２６日の移動例会（指名

例会とする）にて野村会長より

会長ノミニー、次年度理事の立

候補受付を発表しましたが、指

名例会（１０／２６）から１週

間経っても立候補がありません

でしたので、アゼリアＲ．Ｃクラブ細則第３条第１節

及び第５節に基づき指名委員会を招集し、会長ノミニ

ー、次年度理事、副会長、会計を選考させてもらいま

す。結果は年次総会（１２月７日）にて発表します。 

指名委員会のメンバーは、野村会長、藤田直前会長、

坂部元会長、大野元会長、松本の５名です。 

 

◎雑誌･広報･ＩＴ委員会     後和 信英委員長 

ロータリーの友 11 月号読みど

ころのご紹介 

横組みより、11 月はロータリ

ー財団月間また、2 日～8 日は

世界インターアクト週間です。

Ｐ16～17 に、関連記事が掲載

されております。インターアクトクラブは 12～18 歳

の中高生が、地元でのボランティア活動や海外との交

流を通じて、リーダーシップなどを学ぶことが出来る

ロータリーの素晴らしいプログラムです。ロータリー

の支援を受け仲間達と楽しみながら様々なボランティ

アを経験するという事はとても貴重な体験です。 

次に、18 ページからは、新型コロナウイルス感染症

の影響に関するアンケート調査がわかりやすくグラフ

で掲載されております。当クラブも同様、３月と４月

は休会しましたが、19 ぺージの「未使用となった例

会開催費用については、当クラブも「クラブ会計に保

留」しております。 

また、現在の例会の感染予防対策が載っています。例

会食事をお弁当で持ち帰りする等で対応されているク

ラブもあります。 

35 ページからの毎月掲載されている、連載コミック

はなかなか面白いのでぜひ皆さん継続して読んでみて

ください。 

44 ページに、2022-23 年度ＲＩ会長として初の女性

会長ノミニーが選出された記事が載っています。当ク

ラブがちょうど 25 周年の時のＲＩ会長ですね。楽し

みです。 

縦組みの 20 ページからのロータリーアットワークで

は、コロナ禍での様々な奉仕活動が掲載されていま

す。21 ページの「宮城県の柴田ＲＣの小学生と昆虫

ふれ合い教室」の記事では、町内の小学生にカブトム

シを贈った記事が載っていますが、子ども達の喜ぶ顔

が目に浮かび、とても良いアイディアだと思います。 

 

 

１１月お誕生日の皆様おめでとうございます。 

18 日 八木由貴子会員（欠席） 

19 日 北野 敏夫会員 29 日 小阪  知会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

◎社会奉仕委員会        安宅 浩一委員長 

この度、和歌山アゼリアＲＣの

青少年奉仕事業として、地域貢

献の一環として行われている

「子ども食堂」へ、お米の寄贈

をさせていただきました。今回

は新型コロナウィルス感染拡大

防止のため「田植と稲刈り体験」は実施できませんで

したが少しでも役立てて頂ければと思い、前回同様、

市内の子ども食堂へお米の寄贈をさせていただく事に

なりました。 

本日は子ども食堂を代表致しまして「鳴神子ども食

堂」の宇都宮理事様に目録を贈呈させていただきま

す。 

 

特定非営利活動法人 健康とコミュニティを支援する

なるコミ         代表理事 宇都宮越子様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎「ノットワーキング knot working 

～地域の緩やかな結び目作り～」 

特定非営利活動法人 健康とコミュニティを支援する

なるコミ         代表理事 宇都宮越子様 

このたびは、沢山のきぬむすめ新米を鳴神子ども食堂

はじめ、和歌山市内の子ども食堂等地域貢献活動のた

めにご支援いただきまして、ありがとうございます。 

アゼリアロータリークラブ様には、2018 年度子ども 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食堂用エプロン・三角巾及びスタッフジャンパー、

2019 年度食育に繋がる田植え・稲刈り体験、きぬむ 

すめ新米のご支援、そして今年度も和歌山市内のお米

が不作であったにも関わらずきぬむすめ新米を贈呈い

ただきまして、大変感謝いたしております。 

今年は新型コロナの影響により、3 月～5 月まで鳴神

子ども食堂をお休みさせていただきました。6 月から

どのようにしていけば良いか考えあぐねていたとこ

ろ、ボランティア達から、「アゼリアさんからいただ

いた赤いエプロンをつけたら、元気がでる！お米も沢

山いただいているし、お弁当を配るとか、何か出来る

方法で鳴神子ども食堂を続けては？」との意見をいた

だきました。そこで、6 月からは感染予防対策を万全

にして、お弁当を配布するという形で鳴神子ども食堂

を存続させていただいています。地域の方々のアンケ

ートによると、ご飯が美味しい、1 食でも家事の軽減

になり子ども達と落ち着いて食事ができる、などのお

声を沢山頂戴しております。これらも、アゼリアロー

タリークラブ様の、奉仕の力が私達の活力や原動力と

なり、地域の結び目を広げることに繋がっていると感

じています。 

さて、私は特定非営利活動法人なるコミの理事長であ

りながら、医療法人久仁会宇都宮病院の理事でもあり

ます。地域の結び目づくりが、どのように病院経営に

も影響を及ぼすかなども含めてご紹介できましたらと

思います。 

 宇都宮病院では、地域のニーズを元に、2015 年

『健康とコミュニティを支援するなるコミ』（和歌山



市鳴神にあるコミュニティの略）を開設し、2018 年

に特定非営利活動法人化をいたしました。コロナ禍の

影響をうけるまでは、毎月 1600 名を超える方々が地

域の居場所として利用され、大変賑わいをみせていま

す。  

『なるコミ』を拠点とした地域の緩い結び目づくり

は、多くのボランティア講師や子ども食堂のボランテ

ィアなどが中心となって発展しています。 

さらに、なるコミの地域貢献活動が様々なマスメディ

アに取り上げられることで、地域密着型の病院として

も広く認識され職員の雇用や増患など、想像以上に病

院経営にも良い結果を及ぼしています。 

 現在、なるコミでは九重酢とみかんの皮・山椒をブ

レンドしたグラマラ酢（薬膳便利酢）の販売や、薬膳

アンバサダー養成講座など、その活動も多様性に富み

新しいスタイルへと挑戦しています。 

 今後も、和歌山の方々が最期まで住み慣れた地域

で、幸せで健やかな気持ちで生活できるよう、緩く心

地良い結び目を作りながら発展させ、健幸長寿の価値

を創造していきたいと考えています。 

 

 

 

♠ニコニコ箱 

野村  伸会長 

皆様こんにちは！なるコミ代表理事宇都宮様、本日卓

話よろしくお願い致します。 

栗山  久幹事 

宇都宮代表理事様、本日はよろしくお願いします。 

北野 敏夫ＳＡＡ 

皆様、お誕生日のお祝い有難うございます。宇都宮

様、本日はどうぞ宜しくお願い致します。 

安宅 浩一会員 

宇都宮理事長ようこそお出で下さいました。本日の卓

話よろしくお願い致します。 

藤田眞佐子会員 

宇都宮様、本日はありがとうございます。いつも地域

のための御活躍、感動しています。卓話よろしくお願

いします。 

堀本喜久子会員 

雨になりましたね。本日の卓話よろしくお願いしま

す。 

小阪  知会員 

誕生日のお祝いありがとうございました。また、宇都

宮様、本日の卓話よろしくお願い致します。 

西出 隆一会員 

宇都宮様、本日はようこそお越し下さいました。卓話

よろしくお願い致します。 

岡本 嘉之会員 

宇都宮様、本日は贈呈式にお越し下さりありがとうご

ざいます。卓話よろしくお願い致します。 

梅田 千景会員 

宇都宮さん、今日はよろしくお願いします。昨日、１

年振りのコンサートに行って来ました。癒しとパワー

をもらって来ました。 

本日合計額 38,000 円     累計額 526,000 円 

 

♠ロータリー財団 

北野 敏夫会員 野村  伸会員 梅田 千景会員 

本日合計額  5,000 円       累計額 189,000 円 

 

♠米山記念奨学会 

梅田 千景会員 

本日合計額  1,000 円      累計額  133,000 円 

 

♠ワンワン基金例会寄付 

本日合計額  7,882 円        累計額  42,393 円 

 

 


