
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今期に入ってから例会が３回休

会になりました。忌まわしいコ

ロナです。災厄から人命を守る

には仕方がないと思いますが、

どうか皆さんロータリーから気

持ちが離れることのないように

お願いします。 

 

８月１６日に開催されました第２回理事会の報告をし

ます。 

①貝塚コスモスＲ.Ｃとの合同例会において貝塚コス  

モスＲ.Ｃ歓迎の垂れ幕を作ることが昨年の理事会   

において承認済みですが、今期において作成し合同 

例会費予算から 19,800 円支出することが承認され 

ました。 

②地球環境プロジェクトについてＲＩ第 2820 地区 

(茨城県)から同日それぞれの地区で世界中のロータ  

リアンが海岸清掃を行うプロジェクトの提案があ 

り、第 2640 地区も賛同するクラブを呼び掛けてい 

ますが、当国際奉仕委員会にて検討しましたが参加 

しないことで承認されました。 

③済州日出Ｒ．Ｃについて事務局から何回かメールし 

ているが返信がなく、電話も通じないので、和歌山  

市国際交流課を通じてコンタクトを取ってもらうこ 

ととする。８月２６日行く予定です。 

和歌山大学を介して通訳者の紹介を打診中。承認さ 

れました。 

④新型コロナウイルス感染症による例会開催について  

拡大している状況に鑑み定款第７条第１節(ｄ)－

（３）に基づき８月 23 日から９月６日の期間取消  

とする。プログラムは、それぞれスライドすること 

  

2021-22年度 和歌山アゼリアＲＣのテーマ

会 長  松本 良二 ／ 幹  事  松本  博  

『 』 

 

2021-2022 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 

 

2021年 9月 27日 第 999例会  VOL.24 No.8 TOTAL938  

-------- 本日の例会 9月 27日（月）  -------- 

第 999回例会   

☆内部卓話 

 「知っていたら為になるが、 

知らなくても困らない話」 

               栗山  久 会員 

 

------- 次回の例会  10月 4日（月） ---------                    

第 1000回例会（夜間）  

  創立 1000 回記念夜間例会  

☆内部卓話「 雑 談 」      井上 晴喜 会員 

☆お誕生祝い 

   場所：ホテルアバローム紀の国 

  時間：18:30～19:40   

             

---- 前回の例会記録 9月 13日（月） --------- 

第 998回例会   

○ロータリーソング   それでこそロータリー 

 ○ゲ ス ト 紹 介  

○ビ ジ タ ー 紹 介 

○出 席 報 告  会員数 28 名（内出席免除 3 名） 

本 日 の 出 席   9 月 13 日 21/25 名 84.00％ 

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 



で承認されました。 

 

次に、本日開催されました第３回理事会報告をしま

す。 

①８月２日納涼夜間例会決算報告が承認されました。 

②新型コロナウイルス感染症による例会開催について 

◦例会は、当分の間開催し、夜間例会においては飲酒   

はなしで開催 することが承認されました。 

◦10 月４日創立記念＆グルメ夜間例会のラヴェラン 

ダはキャンセルしてアバロームにて夜間例会として 

飲酒抜きの創立 1000 回例会を開催することが承認 

されました。 

◦10 月 18 日貝塚コスモスＲ.Ｃ合同夜間例会(アゼリ 

ア RC ホスト)を延期にして通常例会とすることが 

承認されました。 

◦11 月８日和歌山北Ｒ.Ｃ合同夜会例会(和北 RC ホ 

スト)を延期にして通常の夜間例会とすることが承 

認されました。 

◦11 月 15 日移動例会＆秋の親睦旅行は、車内での  

飲酒はなしで行うことが承認されました。 

※変更になった例会について卓話者等内容については

親睦活動委員会、プログラム委員会にて詳細を決め

て頂きます。 

③済州日出Ｒ.Ｃ報告 

８月 20 日にアゼリア事務局に日出Ｒ.Ｃのコウさ  

んからメールが届き、今年度会長はヤンさんという 

知らせがありました。８月 26 日に和歌山市国際交 

流課を通じコウさんに現況を聞いてもらいました。 

休会して事務局も休んでいたので連絡が着かなかっ 

たらしいです。今後の交流について、今は予測でき 

ませんが 2021 年 12 月か 2022 年 1 月に状況を見 

て連絡してくれるそうです。 

④「令和３年佐賀・長崎豪雨災害」支援金協力依頼に 

ついて  

第 2640 地区ガバナーから標記依頼がありました。 

アゼリアとしては、災害支援基金会計から５万円を  

拠出し、本日の例会にて募金箱を回して合わせた額 

を地区へ送金することで承認されました。 

⑤その他 

◦第 2640 地区から 2022～2023 青少年交換派遣学 

生募集は行なわないと連絡がありました。 

◦第 2640 地区から米山奨学生を各クラブの行事参加  

させてほしいとのお願いがありました。アゼリアで  

は奨学生に卓話の招聘をします。 

 

 

 

ワンワン募金箱のご協力お願い

します。ガバナー月信 9 月号

と、米山梅吉記念館の会報誌を

回覧します。 

和歌山新報に松本会長の今年度

の抱負が掲載されておりますの

で回覧します。 

ロータリー日本財団より、2021 年 1 月～６月までの

個人寄付の「確定申告用寄付金領収証」が届いており

ます。ボックスにお入れしております。 

堀本会員の会員名簿変更のお知らせです。事業所の役

職が変更になられたとのことで、週報のお知らせ欄に

記載しておりますのでご確認ください。 

会長報告の通り、地区より「令和 3 年８月佐賀・長

崎豪雨災害」の支援金依頼が届いております。募金箱

を回しますのでご協力お願い致します。 

 

 

 

◎Ｒ財団･米山記念奨学委員会  大野 治朗委員長 

ロータリー財団より、ポール

ハリスフェローマルチプルの

認証ピンが届きました。 

まず、西出会員は 1000 ドル

達成で、ポール・ハリス・フ

ェローです。 

栗山会員は、ポール・ハリス・フェロー・マルチプル

1 回目です。 

後和会員は、ポール・ハリス・フェロー・マルチプル

２回目です。 

ポール・ハリス・フェロー・マルチプルとは、 

ポールハリスフェローとなった後に、追加で 1000 ド

ルを寄付するごとに、認証されます。 

  



西出会員は、累計 1000 ドル達成、栗山会員は、累計

2000 ドル達成で、マルチプル 1 回目。後和会員は

3000 ドル達成でマルチプル２回目です。 

西出 隆一会員 ポール･ハリス･フェロー 

栗山  久会員 ポール･ハリス･フェロー・ 

マルチプル 1 回目 

後和 信英会員 ポール･ハリス･フェロー・ 

マルチプル 2 回目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎雑誌･広報･ＩＴ委員会     中村 善夫理事 

9 月号のロータリーの友の読

みどころを紹介させていただ

きます。 

まずは横組より 

9 月は基本的教育と識字率向

上月間だそうで、7 ページか

らで「リテラシーがもたらすもの」 

私はいつも申し上げているのですが、このリテラシー

（特に文字を正しく判断する力）が少々弱いのであり

ます。私の仕事には致命的な欠陥であります。 

もともとは「リテラシー」とは正しく読み書きできる

力のことであったのですが、今はいろんな専門的な言

葉などを理解する力も含まれるようになってるとのこ

とであります。 

10 ページからは「ヘルプマーク」のこと。 

12 ページからはもう少し具体的な障害にかかわる

「マーク」の紹介が掲載されており、皆様もご一読い

ただければと思います。 

次に少々難しい内容になりますが、23 ページからの

「新しいロータリー財団資金モデルの手引き」の箇所

であります。 

特に 25 ページからのところで、財団へ毎年送金され

たお金（会員より支出されております）は、3 年間資

金運用された後、地区へ半分返金されますが、使わず

に残ったお金（繰り越されるお金）は 5 年を過ぎる

と地区より財団へ戻されてしまう。地区の判断では使

えなくなるそうです。 

ちょっと、25 ページの表がわかりにくいのですが、

簡単に言えばそうなると思います。 

26 ページの真ん中くらいの記事に載っております

が、2019-20 年度の 5 月に財団が資金不足になった

そうであります。 

次に縦組みへ 

4 ページから「社会力育てが人類社会を救う」という

記事。面白いのですが 8 ページに小さいときから他

者との関わりの経験を多くさせることが大切であると

書かれております。私も賛成です。しかし、今の時

代、どうすれば他者との関わりを多くできるのか、具

体例は出されておりません。テレビなどを見ていても

コメンテーターという名の人達が色々と為になる意

見、批判をされておりますが、独自の提案を出される

ことはまずありません。ただの言いっぱなしでありま

す。ここは私の愚痴みたいなものであります。 

今月は横組みに重点を置きすぎて、縦組みがおろそか

になりました。 

 

◎ゴルフ同好会      世話役 栗山  久会員 

アゼリアＲＣ親睦ゴルフコンペの報告 

8 月 31 日（火）紀伊高原ゴル

フクラブにて 8 名のメンバー

（松本博、大野、梅田、北

畑、當仲、宮井、西出、栗

山）が参加し開催致しまし

た。 

 

順位 氏名 OUT IN ﾄｰﾀﾙ HDCP ﾈｯﾄ 

1 位 北  畑 43 45 88 14.40 73.60 

2 位 西  出 51 46 97 22.80 74.20 

3 位 松本博 44 43 87 10.80 76.20 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月 14 日生まれ  中村 善夫会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎「私の趣味は何でしょう？」   中村 善夫 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の卓話のお題に「私の趣味は何でしょう？」とさ

せていただきました。 

なぜこんなお題にしたのかと申しますと、私にとって

の「趣味」はなんだろうと、ふと考えてしまったから

であります。「趣味」とは仕事以外の楽しみなどと辞

書には載っておりました。 

私の趣味はなんだろうと考えたのですが、本はよく読

みますが、小説はここ 10 年ぐらいで 10 冊も読んで

ないと思います。どんな本を読むのかと自分の読んで

いる本を見ると、数学の本、科学の本、物理の本、安

全保障の本、宗教の本、料理の本などで、よく考えた

ら世の中のことをもっとよく知りたいために読んでい

るのだと思います。ですから「読書」は趣味ではな

く、趣味に対する手段だと思います。 

では、数学が趣味か、科学が趣味かと問われればそれ

も違うようで、答えが出ないので、周りの人に「あな

たの趣味はなんでしょう？」と聞いて回りました。 

「釣り」「パチンコ」「バンド活動」「音楽鑑賞」「美術

鑑賞」「映画鑑賞」「読書」「ゴルフ」「山登り」「旅

行」などいろいろな答えが返ってきました。 

私は今年 60 歳になります。かりに 70 歳で生きてい

たら、仕事以外に何をしているのだろう。そう考えた

ときに、一つは「美術鑑賞」。でも「鑑賞」はするけ

ど「制作」はしない。 

イロイロ考えたら、本は読むけど、文章は作らない。

音楽は聴くけど、演奏はしない。美術鑑賞はするけど

絵も描かず、陶芸をするわけでもなく、物を創ること

もない。なんだか、他人の批判はするけど、自分は発

表はしない。みたいなとこがあるみたい。 

じゃあ、僕は何を表現できるの？ 

音程、リズム感なし。絵は下手。体はデブ。昔をそこ

そこ動けた（運動もできた）けど、今では運動はでき

ない。 

だんだん分かってきました。僕は、自分から積極的に

は動かない人なのであります。でも、出来上がった物

（作品）に対する欲望は結構強い（物欲はすごいと思

う）。 

なんとか 70 歳ぐらいまでには何かを創ることを「趣

味」したい今日この頃の私であります。 

そうそう、70 歳までに「金継ぎ」はやってみたいと



思っております。 

それでは、現在の私の趣味の一つである「美術鑑賞」

の作品をご紹介させていただきます。 

「写真／アンセルアダムス」 

（1）「月とハーフドーム」（ポスター）を額装した物 

（2）「花水木」（プリントしたもの）プリントの違い 

  が分かる様に同じものを 2 組用意しました。 

「写真／私が撮ったもの」 

（1）蓮の花（岩出の緑化公園にて撮影したもの） 

「浮世絵／葛飾北斎」 

（1）「桔梗に蜻蛉
と ん ぼ

」（アダチ版画研究所により摺った 

もの 

「油絵／西村佳津子」 

（1）「無題」（椿だと思います/地方税回収機構の競 

売にて 2 万円にて落札したものであります） 

 

 

 

♠ニコニコ箱 

松本 良二会長 

皆さん 3 週間ぶりです。中村さん卓話お願いしま

す。 

松本  博幹事 

みなさんお久しぶりです。中村さん卓話よろしくお願

いします。 

北畑 充香ＳＡＡ 

先日のゴルフ良いスコアでびっくりしました。「な

ぜ」と考えたら、大野さんがくれたボールでした。大

野さん、おかげで良いスコアになりました。またボー

ルくださいね。中村さん卓話楽しみにしています。よ

ろしくお願いします。 

藤田眞佐子会員 

中村さん、今日は楽しみで～す。皆様お久しぶりで

す。 

栗山  久会員 

お久しぶりです。皆様お元気ですか？私は猛暑であろ

うが雨であろうがゴルフへ行ってます。 

宮井 靖輝会員 

中村さん、卓話よろしくお願いします。 

中村 善夫会員 

誕生日のお祝いありがとうございます。 

本日、私の卓話、変なところに行ってしまいすみませ

ん。 

西出 隆一会員 

先日のアゼリア親睦ゴルフコンペお疲れ様でした。ゴ

ルフの賞金を頂きましたのでニコニコへ入れさせてい

ただきます。 

中村さん、卓話よろしくお願いします。 

大野 治朗会員 

久々の例会です。皆様、ワクチンはもう打ちました

か？中村さん卓話楽しみにしています。あなたの趣味

は何でしょう。 

岡本 嘉之会員 

ご無沙汰しています。中村さん卓話楽しみです。よろ

しくお願いします。 

佐々木卓也会員 

中村さん卓話楽しみにしています。 

白神 修次会員 

皆さんお久しぶりです。お変わりないですか？コロナ

もこのまま落ち着いてくれると良いのですが。 

中村さん、本日の卓話よろしくお願いします。 

梅田 千景会員 

朝夕少し涼しくなりました。日中はまだまだ暑いので

「熱中症に注意」とラジオで言ってました。 

本日合計額 42,000円     累計額  333,000円 

 

♠ロータリー財団 

藤田眞佐子会員 北畑 充香会員  松本 良二会員 

宮井 靖輝会員 中村 善夫会員  西出 隆一会員 

梅田 千景会員   

本日合計額  11,000円     累計額   94,500円 

 

♠米山記念奨学会 

藤田眞佐子会員 北畑 充香会員  中村 善夫会員  

西出 隆一会員 梅田 千景会員 

本日合計額   9,000円       累計額  63,500円 

 

 

♠ワンワン基金例会寄付 

本日合計額  9,505円      累計額   34,468円 



♠静岡県熱海豪雨災害義援金 例会寄付 

本日合計額 10,478円       

※災害支援基金より 5 万円を拠出し、計 60,478円  

を地区へ送金致しました。ご協力有難うございまし 

た。 

 

 

 

 

 

 

 

＊＊＊＊＊ 10月度プログラム予定 ＊＊＊＊＊＊ 

4日（月）創立 1000 回記念夜間例会（夜間） 

          内部卓話：井上会員 ／ お誕生お祝い 

     時間 18:30～19:40 

     場所 ホテルアバローム紀の国 

      ※アルコール出ません。 

11日（月）外部卓話：(社)日本ライトハウス 

盲導犬訓練所 所長 田原恒二様 

18日（月）会員増強委員会：クラブフォーラム 

      例会後 第 4 回理事会 

25日（月）内部卓話：松本 博会員 ／ 次々年度会  

長・次年度理事の選出方法について 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊＊ 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 9月 27 日(月) クラブフォーラム「第 3 回クラブ協議会 

～土屋一博ガバナー補佐をお迎えして」 

和 歌 山 9月 28 日(火) 「和歌山大学 むすび屋 弥右ヱ門 茅葺き

プロジェクト」  和歌山大学生の皆さん 

和歌山東南 9月 29 日(水) 

12:30～ 

土屋一博がバナー補佐卓話 

和 歌 山 西 9月 29 日(水) 休会 

和 歌 山 東 9月 30 日(木) 卓話「元を忘れず～人の心に貯金する」 

(株)サンコー代表取締役 角谷 太基 さん 

和歌山城南 9月 30 日(木)  例会取消 

和 歌 山 南 10 月 1日(金) 卓話「ワールドマスターズゲームズからみる 

オトナのスポーツの楽しさと可能性」 

国立大学法人 和歌山大学 教育学部 

保健体育 准教授 彦次 佳 様 

和 歌 山 中 10 月 1日(金) 「相棒例会」：会員増強委員会 

◎サイン受付   

和 歌 山 西ＲＣ：9 月 22 日（水）12:00～12:30 

           ラヴィーナ和歌山  

◎休  会 

和 歌 山 西ＲＣ：9 月 29 日（水） 

＝ お 知 ら せ ＝ 

堀本喜久子会員 会員名簿変更のお知らせ 

協栄電気株式会社 代表取締役 ➡ 取締役 


