
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、栄えある創立１,０００

回記念例会を迎えることができ

ました。 

思い返せば和歌山Ｒ.Ｃをスポ

ンサークラブとして、女性が半

数以上のユニークで魅力あるク

ラブをというコンセプトで創られ、当時は日本のＲ.

Ｃの中でも女性が多いクラブと話題になりました。 

そして平成１０年(１９９８年)２月２日に内藤会長、

加納副会長、須濱幹事、花岡ＳＡＡの下、総勢４０名

(女性２４名 男性１６名)で第 1回例会が開催されま

した。以来、本日で１,０００回となり２３年間のア

ゼリアの歴史を感じます。 

その中でも第５期 川野会長の時は、５２名(女性２

６名 男性２６名)のアゼリア史上最大の会員数でし

た。 

２４期の現在は会員数も減少しチャーターメンバーも

少なくなりましたが、会員の新陳代謝なくしては活性

化も発展もありませんので会員を増やし、まだアゼリ

アは成長していかねばなりません。 

いつの時代になっても形は変っても奉仕、善意の心は

尽きることはないと思います。更にもっと例会を積み

重ね、すばらしい奉仕へと繋いでいきましょう。 

 

 

わんわん募金を回しますので

ご協力お願い致します。続い

て、「７月熱海豪雨災害」と、

「8月佐賀・長崎豪雨災害」の

義援金のお礼状２件届いてお

りますので回覧します。 

  

  

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10月11日 第1001例会  VOL.24 No.10 TOTAL941  

------- 本日の例会 10 月 11 日（月） -------- 

第 1001 回例会   

☆外部卓話「コロナ禍での活動 」      

     社会福祉法人日本ライトハウス 

     盲導犬訓練所 所長 田原 恒二様 

 

------- 次回の例会  10 月 18 日（月） ---------                    

第 1002 回例会  

  ☆クラブフォーラム 

   「コロナ禍の厳しい状況で、 

どうすれば会員を増やせるか」      

               会員増強委員会 

 ※例会後 第 4回理事会 

             

--- 前回の例会記録  10 月 4 日（月） --------- 

第 1000 回例会   

○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 28名（内出席免除 3名） 

本 日 の 出 席   10月 4日 21/27名 77.78％ 

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 



 

◎Ｒ財団･米山記念奨学委員会   大野 治朗委員長 

10月の米山月間に伴い、米山

記念奨学会より資料が届いて

おりますので回覧します。 

テーブルの上に豆辞典をお配

りしていますので各自お持ち

帰りください。 

それと、ボックスに７月から９月末までの個人寄付明

細をお入れしていますのでご確認ください。 

また、ポリオ＄30のご協力もよろしくお願い致しま

す。ニコニコ封筒にポリオとご記入頂きましてご寄付

下さい。ロータリーレートは変動しますが、日本円で

約 4,000円弱になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月生まれの皆様おめでとうございます。 

 7日 井上 晴喜会員  10日 貴志 佳記会員 

22日 松本  博会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎「雑談」           井上 晴喜 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回はいつもと違い、私がここ最近考えている話をさ

せて頂こうと思います。 

最近、少し新型コロナウイルスの感染拡大が落ち着い

ております。しかしながら世界でみますと、感染によ

り亡くなった方は 500万人を突破、日本でも 17000

人以上と発表されており、何らかの関連を考慮します

と、もっと多いのではと推測されている現状です。 

新型コロナウイルスは今でも不透明な事が多く、多く

の不安をお持ちの方もいらっしゃいます。現在はっき

り分かっており、インフルエンザ等と大きく違う点は 

♦創立 1000 回記念例会♦ 



①潜伏期間が長い 

②症状回復まで時間がかかる 

③感染力が高く、1人から多くの人に拡大する 

④肺炎になりやすい 

⑤無症状の時期でも感染してしまう 

⑥抗ウイルス薬がない 

等があります。私は特に⑤が一番気になってきた点で

す。過去に問題となりました SARSや MARSといっ

た恐ろしいウイルスでも、発症した人からだけしか感

染拡大しませんでしたので、抑え込む事が出来たよう

です。今回なかなか収束しない要因はここにあるので

はないでしょうか。 

一方、ワクチン接種も進んできました。ただ、ワクチ

ンはあくまで感染しにくい、重症化しにくくなるとい

った効果が期待されるもので、感染しない、重症化し

ないではありません。少し勘違いされて解釈されてい

る方の声もたくさん聞いてきました。加えて、今回の

メッセンジャーRNAワクチンも初めてのものです。

効果がどの程度続くのかも分かりませんし、すでに 3

回目のブースター接種の話も出てきております。おそ

らく、ワクチンやウイルスの性質上、接種すれば何年

も効果が持続する類のものではないでしょう。第六波

もおそらく早かれ遅かれ来ると考えられます。折角全

国的に緊急事態宣言が解除されましたので、出来れば

感染者ゼロにはならなくても、出来るだけ少ない状況

で、第六波がきても医療切迫しないよう、今一度各自

が感染予防をしっかりした行動を心がけるようにして

いきましょう。 

 

話は変わりまして、コロナ＝王冠、クラウンですが、

私はクラウンからどうしても車を想像してしまいま

す。排気音が心地よい車で、運転するのが好きな私で

すが、興味深いニュースを耳にするようになってきま

した。 

EUで 2035年に販売できる新車を、排気ガスゼロ車

のみにする規制を発表しました。もちろんガソリン

車、ディーゼル車だけではなく、ハイブリッド車も規

制対象です。さらに、自動車大国であります中国やア

メリカでも、規制レベルは違いますが同様の動きが発

表されております。おそらく日本でも同調していく事

になるでしょう。地球温暖化問題で、カーボンニュー

トラル（温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させ

る)な社会を目指す点で、最も重要な事の一つではあ

りますが、個人的には寂しく感じております。 

私と同様、世の中には車好きな方も多いようで、運転

を楽しむには少し物足りない電気自動車でも、室内ス

ピーカーから排気音を鳴らしたり、排気マフラー型の

スピーカーを車外に付けて、ガソリン車と同じように

排気音が出る装置など、今まででは考えられなかった

ような商品も出てきているようです。もちろん、アク

セルの開度に連動するので、運転している人も分から

なくなるレベルだそうです。私自身、それらの実物を

目の前で見た事はございませんが、興味はあります。

でも、やっぱりこれも寂しい話かなと感じておりま

す。 

 

分からないという事で、最後に私自身の仕事に関係す

る事をお話します。 

今日はお墓に使われる御影石のサンプルを持ってきま

した。一見、同じように見えても、全く別の石もあり

ますし、逆に違うように見えても同じ産地の石もあり

ます。実際に 2枚を並べて比較されると違いも分か

って頂けると思いますが、それぞれ単独で見ています

と、全く分からないのではないでしょうか？専門でな

ければ判別する事がなかなか難しいですので、過去に

は悪質なお墓の産地偽装に利用され、大きなニュース

になった事もございます。皆様の頭の片隅に入れてお

いて頂いてもよろしいのではと思います。 

 

 

 

♠ニコニコ箱 

松本 良二会長 

六十谷の水管橋が折れて大変。暫く風呂に入れませ

ん。臭くてすみません。井上さん、教養ある雑談お願

いします。 

松本  博幹事 

祝 1000回記念。今日は早退になりますが、井上さん

卓話よろしくお願いします。誕生日お祝いありがとう

ございます。 



藤田眞佐子会員 

井上さん卓話楽しみにしています。 

井上 晴喜会員 

1000回例会、皆様おめでとうございます。誕生日祝

い有難うございます。50歳になります。 

北野 敏夫会員 

祝 1000回！僕が入会して 399回目です。井上さん

本日の卓話、宜しくお願いします。 

小阪  知会員 

井上さん、卓話楽しみです。 

宮井 靖輝会員 

1000回例会記念の卓話、井上さんよろしくお願いし

ます。 

野村  伸会員 

1000回記念例会おめでとうございます。自宅は昨日

の夜より断水しております。 

大野 治朗会員 

井上さん、卓話よろしくお願いします。 

岡本 嘉之会員 

井上さん、卓話よろしくお願いします 

佐々木卓也会員 

祝 1000回記念例会。井上さん、卓話よろしくお願い

いたします。 

澤本 栄子会員 

すず虫の鳴声に、一段と秋の気配を感じる最近です。 

田原サヨ子会員 

1000回例会おめでとうございます。アッと言う間に

1000回を迎えました。月日の経つのは早いものです

ね。 

當仲 清孝会員 

井上ちゃん、頑張って。話聞かせてね。耳が遠いけど

頑張って聞きます。 

梅田 千景会員 

祝！1000回。六十谷水管橋が壊れて大変な事になっ

ています。皆様大丈夫ですか！早い復旧を！！ 

八木由貴子会員 

元気で頑張ろう。 

本日合計額 40,000 円     累計額  385,000 円 

 

 

♠ロータリー財団 

藤田眞佐子会員  小阪  知会員  松本 良二会員  

澤本 栄子会員 田原サヨ子会員 梅田 千景会員 

本日合計額  16,000 円    累計額  140,500 円 

♠米山記念奨学会 

藤田眞佐子会員 松本  博会員  野村  伸会員 

澤本 栄子会員 田原サヨ子会員  梅田 千景会員 

本日合計額   15,000 円      累計額  89,500 円 

 

♠ワンワン基金例会寄付 

本日合計額  13,418 円     累計額   45,886 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 10 月 11 日(月) 外部卓話 

和歌山県議会議員 森 礼子様 

和 歌 山 10 月 12 日(火)  「新会員卓話」 堀内佐智夫 会員 

和歌山東南 10 月 13 日(水) 

18:30～ 

ガバナー公式訪問 国際ロータリー  

第 2640 地区 ガバナー 豊岡 敬 様 

和 歌 山 西 10 月 14 日(木) 

18;00～ 

13 日の例会を変更 於：魚菜八風 

和 歌 山 東 10 月 14 日(木) 

18:30～ 

夜間例会  

和歌山城南 10 月 14 日(木)  クラブフォーラム「Ｉ.Ｄ.Ｍ.発表 ①」 

和 歌 山 南 10 月 15 日(金) 米山奨学生 王欣儀さん 

和 歌 山 中 10 月 15 日(金) 

18:45～ 

秋の「奥様感謝例会」：親睦委員会 

場所：4F「グラン」 

◎サイン受付   

和 歌 山 西ＲＣ：10月 13日（水）12:00～12:30 

           10月 20日（水） 

10月 27日（水） 

        ラヴィーナ和歌山 

和 歌 山 東ＲＣ：10月 14日（木）12:00～12:30 

        ダイワロイネットホテル和歌山 4F 

和 歌 山 南ＲＣ：10月 22日（金）12:00～12:30 

        ダイワロイネットホテル和歌山 4F 

◎休  会 

和歌山城南ＲＣ：10月 21日（木） 

和 歌 山 南ＲＣ：10月 29日（金） 


