
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん、こんにちは。先週 7 月

4 日の初例会は、多数ご出席頂

き、沢山のニコニコ箱をありが

とうございました。 

本日は、和歌山ＲＣより、国際

ロータリー第 2640 地区副代表

幹事の、木綿紀文様がお越し下さいました。ありがと

うございます。よろしくお願いいたします。 

さて、ＲＩ日本事務局より、最新のクラブ・地区支援

リソース集が送られてきました。My ROTARYの運営

マニュアルやレポート、その他が閲覧出来ますので、

活用して下さいとの事です。 

皆様に書いて頂いた七夕の短冊は、フォルテ正面入口

の笹に飾り、願いが叶うように朝倉神社さんでお焚き

上げして頂きました。 

金曜日、あってはならない事件が起こりました。安部

元首相が銃撃され、お亡くなりになりました。ご冥福

をお祈りしたいと思います。アメリカでは銃規制強化

の法案が 28 年振りに成立したところで、安全な日本

で起こった事に驚愕し、何でも手に入るネットの怖さ

も身に沁みました。 

コロナも、じわじわと感染が拡大しています。感染対

策をしっかりと行いましょう。本日も、笑顔で過ごし

ましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-23 年度 和歌山アゼリアＲＣのテーマ

会 長  梅田 千景 ／ 幹  事  井上 晴喜  

『 』 
 

2022-2023 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 7 月 25 日 第 1029 例会  VOL.25 No.3 TOTAL970  

------- 本日の例会 7 月 25 日（月） --------- 

第 1029 回例会 

☆内部卓話「魅力的な米国株投資」 

                             佐々木卓也会員 

 

------- 次回の例会  8 月 1 日（月） ---------                    

第 1030 回例会 （夜間） 

☆納涼夜間例会 

☆前年度例会 100％出席者表彰 

☆前年度Ｒ財団・米山クラブ寄付達成者表彰 

☆前年度ニコニコ箱貢献者表彰 

☆お誕生祝い 

  場所：アバローム４Ｆ こもれびの間 

  時間：18時 30分～20時 30分 

 

--- 前回の例会記録  7 月 11 日（月） --------- 

第 1028 回例会   

○ロータリーソング   ＲＯＴＡＲＹ 

 ○ゲ ス ト 紹 介    

○ビジター紹介   ＲＩＤ2640地区 副代表幹事 

 木綿 紀文 様（和歌山ＲＣ） 

○出 席 報 告  会員数 28名（内出席免除 3名） 

本 日 の 出 席   7月 11日 20/25名 80.00％ 

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 



 

地区よりロータリー・リーダー

シップ研究会並びに、ディスカ

ッションリーダー募集の案内が

届きました。詳しくは回覧いた

しますが、研修会が数回あり、

研修終了後にはディスカッショ

ンリーダーの認定証が授与されるとのことです。ロー

タリーについて詳しく学びたいという方がいらっしゃ

いましたら事務局までお申し出ください。締め切りは

15 日です。本日例会後は理事会がありますので宜し

くお願い致します。 

 

 

◎前年度決算報告              松本 良二直前会長 

第 24期（2021-22年度）の会

計報告をボックスにて配布し

ております。前年度会計監査

の田邊会員より、7月 4日(月）、

2021～22年度のクラブ会計の

帳票類等の監査を行い、収入、

支出決算報告書は適正であると認められましたので、

ご報告させて頂きます。お目通し頂き、何かご不明な

点がございましたら、ご連絡下さい。 

 

◎出席･プログラム委員会         貴志 佳記委員長 

本日ボックスに８月のプログラム

予定表並びに、８月１日の納涼夜

間例会の案内をを配布しています。

お早目に出欠のご連絡をお願いい

たします。なお会費3000円は25

日の例会にて徴収させて頂きます。 

 

 

    18:30～20:30  アバローム 4F こもれびの間 

    前年度例会 100％出席者表彰 

    前年度Ｒ財団･米山ｸﾗﾌﾞ寄付達成者表彰 

    前年度ニコニコ箱貢献者表彰 

    お誕生お祝い 

    会費：3,000円 

 

＊8 日（月） 内部卓話：藤田眞佐子会員 

〇例会後、第 2回理事役員会 

＊15 日（月）休会 

＊22 日（月）外部卓話 

  2640地区 会員増強･維持／女性活躍･推進委員会    

委員長 山下 茂男様 

＊29 日（月）クラブフォーラム：会員増強委員会 

 

 

◎雑誌･広報･ＩＴ委員会         堀本喜久子委員長 

今年度のガバナー月信 7 月号を

回覧します。主にご覧いただき

たい箇所に付箋を貼っておりま

すのでお目通しください。 

次に、ロータリー文庫運営委員

会より、ＨＰの利用方法につい

て文書が届きました。閲覧するにはユーザー名とパス

ワードが必要ですので、ご利用される方はメモしてお

いていただければと思います。回覧しますのでお目通

しください。なお、これはロータリーの友事務所では

ありませんのでお間違えの無いようにしてください。 

アゼリアＲＣのホームページのリンク先から開けま

す。続いてロータリーの友７月号を初会させて頂きま

す。 

◎ロータリーの友７月号の紹介 

まず横組 8ページから、今年度の国際ロータリーの会

長についての記事です。19 ページまでの長い記事で

すが、紫色の太字の分を読むと興味深いので読みたく

なると思います。もともとメディアの世界で 20 代後

半で自分のテレビ番組制作会社を立ち上げ、その後、

ロータリアンとなるのですが、コロナ禍で夫と感染予

防のため隔離生活を送っている間も、その職業の経験

とロータリーでできた広いネットワークで、世界中の

人々の団結と、コロナ禍の人々への資金調達を成し遂

げました。ぜひ読んで下さい。 

また、44 ページの日本の食卓ですが、右手にはお箸、

左手にはお茶碗と教わったこと、食事の時に食器を持

つという習慣は欧米のマナーから見ると珍しいとのこ

と。 

 

 

 



また、食卓を囲むというのは意外にも戦後からなんだ

そうです。ここでもコロナが私たちを食卓を囲む、と

いうところへ戻してくれたのかもしれません。 

縦組みででは、4ページの福岡伸一さんの記事。 

8 ページの「寄り道が教えてくれたこと」の最後に、

元、虫オタクの少年が、という書き出しの 8行のうち、

特におしまいの 4行に心を打たれました。 

 

 

国際ロータリーのテーマ「 イマジン ロータリー」 

地区方針「行動し、実践することにより、 

“ロータリーの輪“を広げよう」 

アゼリアＲＣのテーマ「～みんなを笑顔に～」 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

クラブ奉仕委員会 常任委員長       宮井 靖輝                                   

出席･プログラム委員会／親睦活動委員会         

特定分野担当委員長          貴志 佳記 

 

職業奉仕委員会 常任委員長      後和 信英                           

職業奉仕委員会 特定分野担当委員長  岡本 嘉之                    

 

社会奉仕委員会 常任委員長      安宅 浩一                    

社会奉仕委員会／青少年育成委員会           

特定分野担当委員長          松本 良二 

 

国際奉仕委員会 常任委員長      野村  伸                    

世界社会奉仕委員会／国際交流委員会／          

ロータリー財団・米山記念奨学委員会 

特定分野担当委員長            大野 治朗 

 

広報委員会    常任委員長     白神 修次                 

クラブ会報委員会／雑誌･広報･ＩＴ委員会        

特定分野担当委員長          堀本喜久子 

 

クラブ管理委員会 常任委員長     北野 敏夫                   

職業分類・会員選考・ロータリー情報委員会／       

会員増強委員会  特定分野担当委員長 中村 善夫                   

 

会計                                  北畑 充香 

ＳＡＡ                                藤田眞佐子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♠ニコニコ箱 

国際ロータリー第 2640 地区副代表幹事（和歌山 RC） 

木綿 紀文様 

犬の散歩仲間の梅田会長のお顔を見に来ました(^^) 

1 年間楽しんで下さい。和歌山アゼリアＲＣ25 周年

おめでとうございます。 

 

 



梅田 千景会長 

木綿副代表幹事様ようこそお越し下さいました。よろ

しくお願いします。 

井上 晴喜幹事 

皆様、事業計画発表よろしくお願いします。 

木綿様お越し頂き有難うございます。 

藤田眞佐子ＳＡＡ 

梅田年度、2 回目の例会です。まだまだ緊張していま

す。本日は木綿副代表幹事ようこそお越し頂きありが

とうございます。これからもよろしくお願いいたしま

す。 

堀本喜久子会員 

木綿様、本日はお越しいただきありがとうございます。 

北畑 充香会員 

みなさん、毎日暑い!!ですね。我慢の日々が続きます

が頑張りましょう。 

木綿さんようこそお越し下さいました。 

宮井 靖輝会員 

木綿様、本日はようこそお越し下さいました。よろし

くお願いします。 

西出 隆一会員 

木綿様、ようこそお越し下さいました。よろしくお願

い致します。 

本日合計額  21,000 円      累計額  160,000 円 

 

♠ロータリー財団 

井上 晴喜会員   梅田 千景会員  

本日合計額   3,000 円     累計額    28,500 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    25,500 円 

 

 

♠ワンワン基金例会寄付 

本日合計額 0 円            累計額    18,221 円 

 

 

 

 

 

♦市内ロータリークラブ例会情報 

日 時 内   容 

和 歌 山 北 7月 25 日(月) 臨時総会 

「前年度決算と本年度予算について」 

和 歌 山 7月 26 日(火) 「有吉佐和子の世界を味わおう！」  

有吉文学研究者 刺田比古神社  

禰宜 岡本和宜 さん 

和歌山東南 7月 27 日(水) 

12:30～ 

前年度 皆出席会員表彰 

表彰者より一言「皆出席の心構え」 

山本会員、神谷会員、平会員、山田会員 

中曽会員 

和 歌 山 西 7月 26 日(火) 

18:00～ 

27 日の例会を変更 於：魚菜八風 

和 歌 山 東 7月 28 日(木) 国際ロータリー第 2640 地区          

森本 芳宣 ガバナー公式訪問 

和歌山城南 7月 28 日(木)  サマー例会〔親睦活動委員会主催〕 

18:30～20:00 於：レストラン フライヤ 

和 歌 山 南 7月 29 日(金) 休会 

和 歌 山 中 7月 29 日(金) 卓話 「『社会福祉法人 中庸会』で提供して

いる介護保険サービスについて」 

社会福祉法人 中庸会  

副理事長 竹中 昭美様（和歌山東南 RC 

パスト会長） 

◎サイン受付   

和 歌 山 西ＲＣ：7月 27日（水）12:00～12:30 

                ラヴィーナ和歌山 

和歌山城南ＲＣ：7月 28日（木）18:00～18:30 

                ホテルアバローム紀の国 

和 歌 山 中ＲＣ：8月 5日（金）18:30～19:00 

                ダイワロイネットホテル和歌山 3F 

◎休     会 

和 歌 山 西ＲＣ：8月 10日（水） 

                8月 31日（水） 

和 歌 山 中ＲＣ：8月 12日（金） 

 


