
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、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 様にお越し頂いてま

す。日本ライトハウスさんとの

交流が始まったのは、第５期

(2002～2003 年度)からで

す。もう 19 年の時を積み重ねました。南河内郡千早

赤阪村にある訓練所には、アゼリアメンバー数人で何

回か行かせてもらい、犬舎などの施設を見学し、盲導

犬育成の講義も受け盲導犬に対する理解に役立ちまし

た。 

ノーマライゼーションの社会作り、すなわち障害をも

つ人や高齢者と障害をもたない人と平等に生活するた

めの社会整備をすることです。そのために当時のアゼ

リアでは、視覚障害者の人に住まいの中でも手助けに

なり、そして社会へ１歩踏み出せる目となれる盲導犬

の育成に奉仕をしようと始まりました。 

クラブ内の募金を基本姿勢に少しでも地域社会に知っ

てもらうために第７期(2004～2005 年度)から街頭

に出て募金活動も始まりました。 

しかし奉仕の本筋は、会員ひとりひとりの募金ですの

で一頭でも多くの盲導犬をプレゼントできるように月

初例会に行う募金には会員みなさんの協力をお願いし

ます。 

貝塚コスモスＲ.Ｃさんから断水のお見舞メールを頂

きました。ちなみに貝塚コスモスＲ.Ｃの会長は、 

西上
にしうえ

 茂樹さんです。 

 

 

 

 

  

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  
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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18日 第1002例会  VOL.24 No.11 TOTAL942  

------- 本日の例会 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 

------- 次回の例会  10 月 25 日（月） ---------                    

第 1003 回例会  

 ☆次々年度会長･次年度理事の選出方法について 

☆内部卓話「コロナ禍と音楽」  松本 博会員 

             

--- 前回の例会記録  10月 11日（月） --------- 

第 1001 回例会   

○ロータリーソング  我等の生業 

 ○ゲ ス ト 紹 介  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 

○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 11日 18/25名 72.00％ 

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 

 



 

 

ガバナー月信 10 月号を回覧し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

◎雑誌･広報･ＩＴ委員会      中村 善夫理事 

10 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。10 月は地域社会の経

済発展月間と米山月間です。 

まずは横組より 

11 ページからで「よねやまを

知ろう！」 

米山記念奨学生であった金翼水（キム イスク）さん

のことが書かれております。米山記念奨学生は日本語

は上手だし、勉強する力も相当な程度お持ちの方々ば

かりでいつも、偉いなぁと、私とは違うなぁと思う事

多々あり。 

こんな人々が、その人の国と日本との関係をよくして

くれ、世界の人々に貢献できることを願います。 

16 ページ「こんにちは！米山梅吉記念館です」との

記事。 

こんな施設を始めて知りました。「公益財団法人」と

なっています。寄付により運営されているとのことで

ありますが、相当な財産等の基盤が必要で、収支の決

算等も厳格に運営されていないと「公益財団法人」に

はなれないので、たいしたものであります。 

次に縦組みへ 

4 ページから「グローバルとローカル／現代世界の中

の「地方創世」」の記事です。難しい。でも、よく読

むと面白いところも多々ありという感じです。 

18 ページ「米山記念奨学かいの制度改編について」

という記事。今月号で私が一番感動した記事でありま

す。米山の基本は経済的に困窮した優秀な学生を援助

するものであったのが、26 年に「困窮」が亡くなっ

たそうです。でも、それはどうなの！という批判的な

意見が載せられております。米山月間にそんな批判的

な記事を載せる「ロータリーの友」は偉いなぁと思う

私はひねくれているのかも。 

最後に 20 ページ「ホルトノキを植樹」。和歌山東南

ＲＣさんとこの記事が載っております。ホルトノキと

いう木が存在し、そのうえ、紀州ゆかりの木だと初め

て知りました。ネットで見たところ、平賀源内が紀州

藩を訪れた際、湯浅町の寺にあったこの木をオリーブ

の木と勘違いし「ポルトガルの木」と紹介したのが名

前の由来という。なぜ勘違いしたかというと「オリー

ブ」によく似た果実ができるため。 

 

 

◎ 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・デモ犬ワック（メス 3 歳） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

野村直前会長へ昨年度寄付の感謝状をご持参ください

ました。 

 

 

「コロナ禍での活動 」 

爽やかな秋風が吹き始める 10 月ともなれば、東京オ

リンピック、パラリンピックの熱気も少し忘れるころ

になるかと思います。 

今、9 月 16 日には、稲の実りと畦に咲く彼岸花がき

れいに緑に映え、空の青さにも対比しています。この

景色はコロナの痛みをほんのりと包み込んでしまうか

のように感じます。 

  



この度は和歌山アゼリアロータリークラブの例会にお

招きいただきまして誠にありがとうございます。 

約 2 年間の新型コロナウィルスパンデミックの中、3

月 13 日土曜日に盲導犬訓練所開設 50 周年記念フェ

スタを開催無事終了出来ましたことは皆様方のご協力

のたまものと深く感謝申し上げます。 

この間ほぼすべてのイベントや行事は中止や延期とな

りました。 

東京オリンピックとパラリンピックの開催もかなりの

人々の気持ちには不開催という文字をとどめていたこ

とと思いますが、日本政府と国際オリンピック委員会

の気迫で実行されたことは世界の人々に少しの望みを

つなげることとなったと感じています。 

しかし、東京オリンピックが終了した後から、デルタ

株が広がってゆきましたので、仕事柄、パラリンピッ

クの後のデルタ株が爆発的に広まってしまわないかと

ても心配しておりました。そのようにならなかったこ

と本当に不幸中の幸いだったと胸をなでおろしており

ました。 

我々もコロナワクチン接種を受け、コロナ対策を日々

コツコツと実行することでやっとのこと、現在では感

染者数も減ってきています。 

しかし、今後ともまだまだ、イベントや行事の中止や

延期は持続していくものと考えます。このような現状

ですが、社会は生き延びなければなりません。そのエ

ネルギーを和歌山アゼリアロータリークラブの皆様は

このような中で静かに確実に活動をご寄付として実行

していただきました。 

このような危機的な時期にも、こうして支えて頂けま

したこと心より御礼申し上げます。そのご意思を頂き

まして私共も大変苦しい状況の中でも真摯に盲導犬育

成に努力し、邁進いたしますのでどうぞよろしくお願

い致します。 

最後になりましたが、和歌山アゼリアロータリークラ

ブ様のご盛会とご多幸をお祈り申し上げまして御礼の

ご挨拶とさせていただきます。 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♠ニコニコ箱 

松本 良二会長 

日本ライトハウス盲導犬訓練所 所長 田原恒二様、

本日はありがとうございます。卓話よろしくお願いし

ます。 

松本  博幹事 

田原所長様、本日はよろしくお願い致します。 

堀本喜久子会員 

9 月は少しバタバタしてすみませんでした。田原所長

様、本日の卓話楽しみにしております。 

貴志 佳記会員 

お誕生日プレゼント頂きました。ありがとうございま

す。 

北野 敏夫会員 

（社）日本ライトハウス盲導犬訓練所 田原所長様、

本日はどうぞよろしくお願い致します。 

小阪  知会員 

田原所長様、卓話よろしくお願い致します。 

宮井 靖輝会員 

田原所長様、本日はありがとうございます。 

中村 善夫会員 

日本ライトハウス盲導犬訓練所 田原所長様、本日の

卓話よろしくお願いいたします。 

野村  伸会員 

皆様こんにちは！コロナ感染人数が減少になってきま



した。又、断水も解除になり通常の生活が戻ってきま

した。両方ともうれしいニュースです。 

本日は日本ライトハウス 盲導犬訓練所 田原所長様、

お越し頂きありがとうございます。卓話もよろしくお

願い致します。 

梅田 千景会員 

日本ライトハウス盲導犬訓練所 田原所長様ようこ

そ。よろしくお願いします。来週から涼しくなるよう

です。 

本日合計額 33,000 円     累計額  418,000 円 

 

♠ロータリー財団 

堀本喜久子会員  中村 善夫会員  梅田 千景会員 

本日合計額   3,000 円    累計額  143,500 円 

 

♠米山記念奨学会 

堀本喜久子会員  松本 良二会員  中村 善夫会員 

梅田 千景会員 

本日合計額    4,000 円      累計額  93,500 円 

 

 

♠ワンワン基金例会寄付 

本日合計額     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 18 日(月) 豊岡 敬ガバナー公式訪問 

和 歌 山 10 月 19 日(火) 「和歌山のモダニズムー写真家・島村逢紅

を中心に」 和歌山県立近代美術館 

館長 山野英嗣 さん 

和歌山東南 10 月 20 日(水) 

12:30～ 

外部卓話 岡三証券（株）和歌山支店 

支店長 松口 孝裕 様 

和 歌 山 西 10 月 20 日(木) 例会場所変更 於：サンクシェール 

和 歌 山 東 10 月 21 日(木) 卓話 

和歌山城南 10 月 21 日(木)  休会 

和 歌 山 南 10 月 21 日(木) 

18:30～ 

22 日（金）の例会を変更 

夜間例会 

和 歌 山 中 10 月 22 日(金) 創立記念例会 

◎サイン受付   

和 歌 山 西ＲＣ：10 月 20 日（水）12:00～12:30 

           10 月 27 日（水） 

        ラヴィーナ和歌山 

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） 


