
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

春風が心地よい季節となってき

ました。桜の花が散ったあとに

は、わがクラブの花、つつじも

ちらほら咲き始めてきました。

桜と違った華やかさがありま

す。 

さて４月１１日～４月１５日(日本時間)規定審議会が

開催されます。規定審議会とは、国際ロータリーの立

法機関であり、ＲＩの定款・細則等について新設、改

廃を議決する機関です。この審議会には、世界５００

余りの地区から、各地区一人の代表議員が出席するこ

とになっています。私達の第２６４０地区では、岡本 

浩さん(和歌山城南Ｒ.Ｃ)が代表議員です。３年に一

度シカゴにおいて開催されます。今回の審議会は、オ

ンライン併用で開催されます。決議事項に従ってアゼ

リアＲ.Ｃの細則を改正し、２０２２～２０２４の間

定款・細則を遵守することになります。今回の争点と

なる制定案は、次の３件らしいです。 

１．ＲＩ事務総長の任期について 

２．ＳＲＦ(ロータリーの未来形成)について 

３．人頭分担金の値上げについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
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 

 

2022 年 4 月 18 日 第 1018 例会  VOL.24 No.28 TOTAL959  

------- 本日の例会 4 月 18 日（月） --------- 

第 1018 回例会 （夜間） 

☆和歌山東南ＲＣとの合同夜間例会 

  ホスト：アゼリアＲＣ 

  時  間  18:30～20:30 

  場  所  ホテルアバローム紀の国 ３Ｆ 

 

 

------- 次回の例会  4 月 25 日（月） ---------                    

第 1019 回例会  

☆次年度第 1 回クラブ協議会（全員参加型） 

  「会長方針発表」 

  

                                       

--- 前回の例会記録  4 月 11 日（月） --------- 

第 1017 回例会   

○ロータリーソング   我等の生業 

 ○ゲ ス ト 紹 介   2022-23 年度 米山記念奨学生  

ホ・ジョンウンさん 

○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   4 月 11 日 21/26 名 80.77％ 

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４月号を回覧し

ます。来週 18 日は和歌山東南

ＲＣとの合同夜間例会となっ

ております。当クラブがホス

トですので、皆様お出迎えの

ご協力をお願い致します。 

 

 

米山カウンセラー委嘱             

米山記念奨学会より、世話クラブとして、ホ・ジョン

ウンさんの委嘱状が届きましたので 事務局で保管し

ておきます。 

同じく、カウンセラーの委嘱状が大野さんに届いてお

りますのでお渡しいたします。 

一年間宜しくお願い致します。 

米山カウンセラー   大野 治朗会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎Ｒ財団・米山記念奨学委員会    大野 治朗委員長 

米山記念奨学生オリエンテーションの報告 

4 月 10 日の日曜日、2022 年 4

月から来年の 3 月までの間、米

山奨学生を受け入れるにあたっ

て「米山記念奨学会オリエンテ

ーションと受け入れ奨学生の入

学式」が開催され、参加して参

りました。今日は、ホ・ジョンウンさんがご挨拶に来

てくだいました。皆様、一年間よろしくお願い致しま

す。 

2022-23 年度米山記念奨学生  ホ・ジョンウンさん 

国籍：韓国 

大学：大阪体育大学院 

博士課程 

専攻：スポーツマネジメント 

 

 

 

こんにちは。ホジョンウンと申します。 

現在大阪体育大学院博士後期課程 3 年生です。専攻

はスポーツマネジメントです。 

私は子供の頃から水泳選手として 15 年間活動し、韓

国ランキング１位としてナショナルチームに入った経

験もあります。 

最初に日本に留学を決意したきっかけは、私が中学生

の時、日本で水泳の日韓合宿を経験してからです。 

その当時には言語も分からないし文化もよく分からな

かったが同じ水泳選手たちとしてお互い応援し合って

激励した経験が私にはとても印象深いこととして残り

ました。 

これをきっかけに私は日本で水泳も、日本文化も学び

たくて高等学校を卒業してすぐ留学を決心するように

なりました。 

そして、福岡大学に入学することになり、水泳部の一

員として、インカレを含めた様々な大会に出場しまし

た。 

大学４年生の時は、韓国の水泳連盟の関係者の先生と

協力して、福岡大学の水泳部が韓国の京畿道で 10 日

間、日韓交流戦を行いました。 

また、2014 年仁川アジア競技大会韓国水球代表チー

ムの日本語通訳も担当しました。 

そして、修士課程の時、筑波大学の水泳チームと韓国

体育大学の水泳チームが毎年行う日韓交流戦に通訳担

当者として、スポーツによる交流に力を注いできまし

た。 

特に 2019 年にはスペシャルオリンピック水泳コーチ

に選ばれ、知的障害水泳選手たちとともに一ヶ月間ド

バイでのオリンピック大会を出場した経験がありま

す。 

また日本での留学を決めた理由は、韓国での修士時、

  

 



水泳連盟役員とオリンピック委員会の役員として水泳

大会を数回開催しましたが、イベント開催による地域

活性化と住民の生活の質の変化などに強く関心を持つ

ようになりました。 

イベントに対する住民の認識研究が重要であることが

分かったため、イベントの社会的効果を直接受ける開

催地域住民を対象に研究したいと考えました。 

韓国もイベントに関する研究が進められていますが、

この分野においては、日本がより先進的と感じたため

留学を決心しました。 

将来計画は、博士後期課程の 指導教授である冨山浩

三先生の基で身につけた知識と経験をもとに、先生の

ような大学教員になることです。先生がいてくださっ

たおかげで、韓国では感じることのできない新たな視

点で研究に励むことができました。 

また、選手達が引退後の社会生活に不自由することな

く、国際的にも活躍できるような機会を提供し、日韓

の水泳界の発展に寄与する人材になることです。 

私は、スポーツは世界の公用語だと考えています。ス

ポーツには言葉が通じなくても一つにする力があるこ

とは、私が日本での留学生活の中で、水泳部の一員と

して、先生方や先輩方から学んだことです。私の長所

である責任感の強さを活かして、社会に貢献する人材

になりたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎地区研修協議会の案内    梅田 千景会長エレクト 

既にご案内させて頂いておりま

すが、次年度のための地区研修

協議会が 4 月 17 日（日）に和

歌山大学で行われますので、担

当理事、委員長様におかれまし

ては、当日ご参加いただきまし

て、25 日のクラブ協議会時にご報告の程お願い致し

ます。 

◎出席・プログラム委員会        宮井 靖輝委員長 

本日ボックスに５月プログラ

ム予定表をお配りしておりま

すのでご確認下さい。 

 

 

 

 

 

 

◎「私のこと」                    松平 真次会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



こんにちは！新会員の松平真次です。 

コロナ感染拡大の波に負けず、このたびの例会開催、

誠におめでとうございます。 

入会後間もなく、例会が休会となり、先輩方々とお話

をさせていただくことができないままでしたので、本

日は自己紹介を兼ねて、私のことを聞いていただけれ

ばと思います。 

１９７６年・昭和５１年生まれです。 

出生地：現在の田辺市中辺路町栗栖川というところで

生まれました。 

熊野三山の、聖域のはじまりと言われる、滝尻王子が

ある神社のすぐ近くです。 

※熊野三山（くまのさんざん）とは、本宮（ほんぐ

う）・新宮（しんぐう）・那智（なち）の３つの聖地を

まとめていう場合の総称らしいです。 

私はこの方をよく知らないんですが、１９８７年から

イーデスハンソンさんが移住されたことで、ちょっと

有名になったみたいです。 

このような場所で、小学校３年生まで育ち、諸事情で

母と兄とともに、和歌山市に移り住むことになりまし

た。 

和歌山市園部にある、有功小学校に転校となりまして

このとき苦労したのが方言でした。 

小学生には恰好のネタとなりました（笑） 

いろいろありましたが、記憶しているもので 

・遊んでいる。は「遊びやる」や「遊んだーる」 

・仕事をしている。は「仕事しやる」「仕事したー 

る」 

・寝ている。「寝やる」「寝たーる」 

〇〇しやる、〇〇したーるという感じで、どちらが  

どうというのはなかったと思います。 

これは、まだ言葉として通じます。 

キツいのは 

・どうするの？→「なっとうすんの？」  

納豆を食べるんですか？に聞こえますね。 

・すごい→「やにこい」 

 ヘビースモーカーみたいですね。 

・同意を得るために相づちを求める、そうよなー、 

ねー →「のらー」 

もうコメントのしようがありません。 

田辺出身の方は分かると思います。ただ田辺市内でも

地域によりバラつきもあるみたいです。 

というような感じでしたので、都会もんには負ける

か！と意気込みも束の間でいじられまくって、シュン

となってしまいました。 

この時点で、現在のキャラが根付いたといっても過言

ではなさそうです。 

小さい頃は、「東大へ行く」が口癖だったようで、そ

れなりに勉強はできたようですが、中学２年生あたり

から、ブラックバス釣りにハマり、遊びまくってしま

いました。 

部活は、バク転がしたくて体操部に入りましたが、し

んどすぎて一日で辞めました。内心をあげるために、

短期間だけ「工作部」に入り、夏休みすべてを費や

し、恐ろしく切れるペーパーナイフを完成させまし

た。ちょっと変わった子だったと思います。 

そんな私に、高校進学という壁がきました。 

あまり行きたいとも思わなかったのですが、母親が中

学卒でしたので、少なくとも高校までは行ってほしい

と懇願され、仕方なく考え直しました。 

では、進学する高校を選ぶにあたりどのように考えた

か？ 

１ ８時１５分に起きても間に合うところ 

２ 身長１４０センチしかなかった自分が、モテたい 

ために女子の多い高校へ行きたい 

当時、県和商・市和商へいくと誰でも彼女ができると

いう都市伝説がありました。 

もともと行く気がないので、動機はこんな感じです。 

なんとか、市和商（現在の市高）へ無事入学できまし

た。 

モテモテの生活を送るはずが、高校というと、それな

りに他中学の精鋭も集まります。そんなにうまくいき

ません。 

そこで、私は「お金しかない」と考えます。 

当時は思い立ったら、すぐ行動で、すぐに地元のスー

パーの中にあるお寿司屋さんで時給５４５円のアルバ

イトを始めます。 

楽しくて仕方がなく、まったく勉強もせず、働きに働

きました。 

学生ズボンで、そのまま厨房にいましたので、学校生



活では、かなり匂っていたらしいです。 

マネごとのレベルですが、にぎりや巻寿司は、それな

りに形にはできます。 

モテたいことも忘れ、高校生の３年間で１００万円貯

まりました。 

（せっかくのこのお金は、のちに車で峠を攻めること

にハマり、すべて修理代にあててしまうことになりま

す。） 

そんな状態なので、大学進学については選択肢にはな

く、就職することにしました。 

お寿司屋さんからのスカウトもありましたが、県外へ

も展開している会社でしたので、遠方への転勤が嫌

で、お断りしました。 

何をしたいというのもなく、高校に募集が出ていた、

他より基本給が高いとういうだけの安易な理由で応募

し、地元のスーパーに入社することになりました。 

お名前を出すのはアレなので、どんなスーパーかとい

いますと、昭和４２年に和歌浦明光通り商店街からス

タートし、一時は和歌山市内に７店舗を展開していた

スーパーです。 

こちらになんとか就職ができ、ここでは乾物などの加

工食品の担当となりました。 

しかし、致命的なのは、私は基本的に、個人的に嫌い

なもの以外は、何を食べても美味しいので、商品の差

があまり分からないことなんです。 

これはすごく困りました。バイヤーをしていたとき

は、特に困りました。 

こうなると見た目で仕入れてしまいます。パッケージ

のかっこよさで仕入れをし、随分失敗し、上司からた

くさん怒られました。 

ただ、僕のこだわりもありまして、カッコいいものを

カッコよく売ろう、と陳列やディスプレイに自分なり

のこだわりを取り入れて頑張りました。 

この感覚は今でもありまして、スーパーにいったとき

は、商品を手に取り、ついパッケージを見たり、陳列

を見てしまいます。 

売り場になじんでしまうのか、たまに、「塩こんぶど

こ？」とかで、店員さんに間違えられ、案内すること

もあります。 

これはスーパーあるあるですが、塩吹き昆布を案内す

ると、だいたい怒られます。昆布の佃煮のことを、塩

こんぶと呼ぶみたいです。 

ここで、副店長をしていたときの心に残っているエピ

ソードを２つ 

１つめ、商品名や価格などを書いている「POP」とい

うものがあります。Point Of Purchase(ポイン

ト・オブ・パーチェス)の略で和訳すると「購買時点

公告」となります。 

青果・果物担当の新入社員さんが、「赤肉メロン」が

売れないと悩んでおり、POP を見ると商品名と価格

しか書いていませんでした。 

「どうせロスを出すくらいなら試食をしてみては？」

というと、あまり気が進まないようなので、「キャッ

チコピーを書いてみては？例えば糖度１５度とかさ、

お客様がグッとくるような一言付け加えてみよう」、

とそれなりの事を言いその場を去りました。 

当時社内では、価格の安さを打ち出すもの以外は、キ

ャッチコピーをつけることは鉄則でした。 

数分後、そのメロン売り場の POP を確認しに行き、

度肝を抜かれました。 

「赤い彗星・シャア専用」と書いていました・・・赤

肉、赤だけに・・・ 

ガンダム世代の方には分かっていただけると思いま

す。個人的には嫌いではなかったですが（笑） 

作った本人は大真面目です。ここで怒ってしまうと部

下の自主性が損なわれます。 

ここは腹をくくり、「よしこれでしばらくいこう！」

と言い、売れなかったら、それも経験、また考えて書

き換えるだろうと思いましたが、案の定、後で上司に

怒られました。 

２つめ、お客様からの苦情です。 

確か堺市のお客様だったと思います。商品価格の変更

のミスで１０円多くもらってしまっており、電話がか

かってきました。どうしようか、かなり迷いました。 

言われることは当然の話なんですが、差額１０円より

も高くつく電話代をかけて電話をしてくれている。 

この方は、金額の問題を言っているのではないと思

い、ご返金額とお電話代をもって堺市まで行き、快く

お許しいただけました。 

このようなことや、商品が傷んでいるなど、お客様宅



へお伺いする話は数えきれないくらいありまして、こ

の経験は現在の仕事にかなり役立っていると思いま

す。 

（ミスをして謝りにいくことに役立っているのではあ

りません。お伺いするということに抵抗が少ないとい

うことです。） 

そんなこんなで、１３年ほど勤めましたが、非常に激

務で、一日１６時間働くことはザラでした。 

体調も崩してしまい、このまま続けることはできない

と考えていました。 

そんなとき、お客様とのトラブルで弁護士さんにお世

話になり、カッコいい！と思い、法律に興味を持ちま

した。 

大学を出ていないので、当時の制度的に司法試験の受

験資格すらありません。２０代後半だったので、大学

に入るのも難しいだろうと思い、もんもんとしなが

ら、いろいろと調べていると、受験資格のない「司法

書士」という職業が目にとまりました。 

初めて知りました。いろいろ調べていくうちに、どん

どん興味がわいてきました。スーパーの勤めをしなが

ら、２～３年は調べたと思います。当時は天王寺まで

いかないと予備校もなく、仕事が休みの日に説明だけ

でもと、予備校に行くのは行くのですが、学歴がない

ので予備校で話を聞くことすら勇気が出ず、窓口まで

行っては、声をかけれず帰る、といったようなことを

数回は繰り返したと思います。 

そのようなことをしながら、もうすぐ３０歳というと

きに、これはダメだと思い、「司法書士になりたいの

で辞めます」と言い、１３年務めた会社を辞めまし

た。 

その後すぐに、司法書士事務所でお仕事をはじめまし

た。 

飛び込んだからには、やらねば！と、予備校の通信教

育を申し込み、少しずつ勉強をはじめました。 

受験に集中したかったので、１年半ほど勤めた事務所

も辞めて挑みましたが、そんなに甘いものではありま

せん。 

働かないわけにもいかないので、リカーショップ、回

転ずし、クロネコヤマトでバイトをかけもちしながら

２年ほど頑張りましたが、合格にはまだまだ届きませ

ん。 

その後、法務局の中の契約社員で働きながら、数年か

けてなんとか合格できました。こどもが生まれてから

２年間お休みした期間がありましたので、TOTAL で

１０年以上かかりました。 

合格してから、いったん自宅開業し、半年後に現在の

六十谷の事務所で独立開業しました。 

１年ほど、仕事がなくてほんとにしんどかったです。

中村さんや、まわりの方たちに助けていただき、贅沢

はできませんが、それなりに生活はできるようになり

ました。本当にありがたい限りです。 

とそんな感じで、スタートする動機は、モテたい、カ

ッコいいなどと単純ですが、やりだすとそれなりに結

果がでるまで、頑張るほうではあるのかなと思いま

す。 

まったく話は変わってしまいますが、少しだけ仕事に

関連する話です。仕事上、成年後見人として実務をし

ていくなかで「しょうがい者」と関わりを持つことが

たまにあります。 

この言葉に違和感をずっと感じています。１０年でき

かないくらい頭の片隅にずっとあります。 

最近ちょっと流行った言い方をしますと、「僕は常々

おもっているんですが」です。 

こういうことを議論する相手や環境もありませんで、

もんもんとしていました。 

漢字にすると「障」「害」「者」となり、あまり良いイ

メージをもてません。 

辞書では、障は「さわり」や「じゃまをする」などの

意味合いがあり、害は「悪い結果や影響を及ぼすこ

と」の人と、直訳すると、こうなります。 

障がい者と表記されるところも多くなってきました。

しかし個人的にはあまり変わっていないように思いま

す。 

そもそも法令の条文の記載が漢字のままなので、それ

もどうかなと思います。 

インターネットで検索してみると、結構議論されてい

ることがわかり、その中でも、印象に残った記事があ

りましたので紹介させていただきます。 

２０２０年７月７日の新聞記事で、 

タイトル「しょうがいの正体知ってね」として 



しょうがい者という言葉は、言われた人が嫌だから言

い換えようと投稿した９歳の子に、お返事をした医師

の記事です。 

その医師の方は、仕事でたくさんのしょうがいを持つ

人とかかわってこられ、「その方たちは、他人より劣

っているのか？いやそうではなく、社会との間に壁、

つまり障害があるから、障害者と呼ばれている。 

つまり障害は、人ではなく社会に対する言葉です。車

いすが越えられない段差とか、点字ブロックの上に置

かれた物が、障害なのだ。 

そして、その壁は私たちの心の中にもあり、そんな壁

をすべて取り除いたときに「しょうがい者」という言

葉はいらなくなり、ぜんぜん違う言葉になるかもしれ

ません」と。 

なるほど、そうだな、すごいなと思いました。 

いろいろと考えてみると、「痴呆」という言葉は「認

知症」となり、「禁治産者」は「成年後見人」となり

ました。「赤信号みんなで渡れば怖くない」などは現

在のコンプライアンス社会から発言する人はほとんど

いません。 

いわゆる「廃語」「死語」というもので、今後、別の

言葉（表現）に変わればいいなと思います。 

何かご存知であったり、よい表現があれば教えてくだ

さい。 

このことを話題にすること自体に賛否があるかもしれ

ませんが、個人的な考えで、そのようなことを何年も

考えたりしています。 

こんな人間です。ご清聴ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♠ニコニコ箱 

松本 良二会長 

米山記念奨学生のホ・ジョンウンさん、いらっしゃい

ませ。松平真ちゃん、本日の卓話楽しみにしていま

す。 

藤田眞佐子会員 

松平さん、今日の卓話楽しみにしています。ホ・ジョ

ンウンさん、これからもよろしくお願いします。 

堀本喜久子会員 

暖かくなってきましたね。福島も 11 年ぶりに自宅の

整理をしに帰ってよいという地域のニュースをしてい

ました。人の住んでいない住宅地の桜は、あるじはな

くとも、とてもきれいに咲いていました。 

北野 敏夫会員 

松平さん、本日の卓話よろしくお願いします。 

西出 隆一会員 

米山奨学生のホ・ジョンウンさん、ようこそお越し下

さいました。これからよろしくお願いします。 

大野 治朗会員 

ホ・ジョンウンさん、ようこそいらっしゃいました。

松平さん、卓話楽しみにしております。 

岡本 嘉之会員 

米山奨学生のホ・ジョンウンさん、ようこそお越し下

さいました。松平さん、今日の卓話楽しみにしていま

す。 

佐々木卓也会員 

松平さん、本日卓話よろしくお願い致します。 

白神 修次会員 

松平さん、本日卓話よろしく。 

田原サヨ子会員 

以前、我々のアゼリアロータリークラブの会員であっ

た、松本照子さん（スマイルホテルオーナー）が、社

長として 100 歳を迎えられました。おめでとうござ

います。 

梅田 千景会員 

ホ・ジョンウンさんようこそ！1 年間よろしくお願い

します。松平さん卓話がんばって！お話楽しみです。 



本日合計額 19,000 円      累計額  933,000 円 

 

♠ロータリー財団 

藤田眞佐子会員   堀本喜久子会員   西出 隆一会員    

田原サヨ子会員   梅田 千景会員 

本日合計額  14,000 円    累計額  259,000 円 

 

♠米山記念奨学会 

堀本喜久子会員   西出 隆一会員   梅田 千景会員 

本日合計額   6,000 円      累計額   185,000 円 

 

 

♠ワンワン基金例会寄付 

本日合計額 円             累計額    95,351 円 

 

＊＊＊＊＊＊ 5 月度プログラム予定 ＊＊＊＊＊＊ 

☆ 2 日（月）休会 

☆ 9 日（月）新旧委員会引継ぎ 

             次年度活動方針・事業計画作成 

誕生会       

☆16 日（月）次年度活動方針・事業計画作成  

☆23 日（月）クラブフォーラム：青少年育成委員会             

☆30 日（月）貝塚コスモスＲＣとの合同夜間例会 

             ホスト：アゼリアＲＣ 

             場  所： アバローム   

時  間：18:30～20:30 

 

♦♦♦♦♦♦♦   その他の行事   ♦♦♦♦♦♦♦ 

☆5 月 20 日（金） 

  京都紫竹 RC 創立 30 周年記念式典 

  於：京都ブライトンホテル 

  県庁前 13:15 

  ＪＲ和歌山駅東口  13:30 

☆5 月 27 日(金) 

  貝塚コスモスＲＣとの合同ゴルフコンペ 

  於：泉南カントリークラブ 

 

 

＊＊ 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 
4月 18 日(月) 

18:30～ 

クラブ創立記念夜間例会 

 「創立 43 周年記念夜間例会」 

 於：ホテルグランヴィア和歌山６F 

和 歌 山 4月 19 日(火) 

「生ワクチンでポリオになって」 

和歌山県立医科大学リハビリテーション 

医学講座 ポリオの会 青木秀哲 さん 

和歌山東南 
4月 18 日(月) 

18:30～ 

20 日の例会を変更 

和歌山アゼリア RC との合同例会 

和 歌 山 西 
4月 21 日(木) 

18:00～ 

21 日の例会を変更 

於：魚菜八風 

和 歌 山 東 4月 21 日(木) 卓話 枡岡 一樹 会員 

和歌山城南 4月 21 日(木)  
延期開催 創立 34 周年記念例会 

 〔創立日 3 月 24 日〕 

和 歌 山 南 4月 22 日(金) 
「熊楠の魅力について」南方熊楠記念館 

館長 高垣 誠様 

和 歌 山 中 4月 22 日(金) 
卓話「地域と共に世界に羽ばたく大学へ」 

和歌山県立医科大学 学長 宮下 和久様 

◎サイン受付   

和歌山東南ＲＣ：4 月 20 日（水）12:00～12:30 

                ホテルアバローム紀の国 

和 歌 山 西ＲＣ：4 月 20 日（水）12:00～12:30 

                4 月 27 日（水） 

ラヴィーナ和歌山 

和 歌 山 北ＲＣ：4 月 18 日（月）12:00～12:30 

ダイワロイネットホテル４Ｆ 

◎休     会 

和歌山城南ＲＣ：4 月 28 日（木） 

和 歌 山 東ＲＣ：4 月 28 日（木） 

和 歌 山 中ＲＣ：4 月 29 日（金・祝） 

和 歌 山 南ＲＣ：4 月 29 日（金・祝） 

 

 


