
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

 

 
 

2022-2023 年度 
2022 年 10 月 17 日 第 1889 例会  VOL.45 No.4 通算 1893 号 

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 

国際ロータリー第 2640 地区 和歌⼭北ロータリークラブ Weekly Report 

IMAGINE ROTARY 

[例会⽇] 毎週 月曜⽇ 12︓30〜13︓30  
[例会場] 和歌山市七番町 26-1 ダイワロイネットホテル和歌山４F 
[事務局] 和歌山市広瀬通丁 3-13-2 コスモ広瀬１F（〒640-8113） 

TEL 073-432-5260 / FAX 073-488 -6665 
HP(URL)http://www.wkitarc.sakura.ne.jp 
E-mail︓wnrcinfo@oak.ocn.ne.jp 

 

2022-23 年度 和歌⼭北ＲＣのテーマ
会 ⻑  平⼭ 裕次郎  
『 』 

--------------------------------------- 
 会   ⻑︓平⼭裕次郎   姉妹クラブ 
 幹   事︓岡⽥義典      東済州 RC 
 会報委員⻑︓松本憲⼆    友好クラブ 
                 ⽔⼾東 RC 
--------------------------------------- 

１０月ロータリーレート︓１＄＝145 円 
☆彡経済と地域社会の発展・米⼭月間☆彡 

------------- プ ロ グ ラ ム ------------ 
◇開会点鐘 12︓30 
◇国歌＆RC ソング「奉仕の理想」 
   ᎳᎴᎵᎶピアノ演奏 辻本美恵子さん ᎳᎴᎵᎶ 
       ソング委員⻑ ︓ 
◇ご来客紹介 親睦活動委員⻑︓飯塚忠男君 
◇出席報告  出席委員⻑  ︓⽥邉昌也君 
◇会⻑・幹事・委員会・SAA 報告 
◇クラブフォーラム〜第３回クラブ協議会〜 
  「RI 第 2640 地区 3 分区  

⽥原久一ガバナー補佐をお迎えして」 
各委員会による活動方針並びに活動計画の発表 

◇閉会点鐘   14︓00（時間延⻑） 
----- 次回の例会 2022 年 10 月 24 日（月）-----                  
第 1890 回例会 
☆臨時総会 
「次々年度会⻑・次年度副会⻑、幹事、 

理事の選出方法について」 
------ 前回の例会報告  10 月 3 日（月） ------ 
第 1888 回例会   
○出席報告（会員総数３２名 免除３名） 

 ○出席会員︓２３名  出席率︓７９％ 
○8 月 25 ⽇(月)〜9 月 26 ⽇(月)まで新型コロナによる 

例会取消の為出席率︓０％ 
--------- ビジター報告    ⽥邉昌也君------- 

  
  

合計 0 名 

  

みなさんこんにちは。 
地区大会の打ち合わせでお会
いした会員さんもおられまし
たが、例会としては約 2 か月
ぶりの開催となりました。 
本⽇は、みなさま方と元気な
姿でお会い出来た事を大変う
れしく感じています。桝⾕年

度のクラブテーマ『健康と安全を第一に』。本当
にそう思いました。9 月 26 ⽇現在の和歌山市内
での新型コロナ感染者数の累計は 61,784 名と
なりました。和歌山市内の人口を 364,154 人と
して計算しますと、実に市⺠の 17％が新型コロ
ナウイルスに感染したことになります。又、残
念ながら沢山の方がお亡くなりになられまし
た。新型コロナウイルス感染症が急拡大から爆
発的な感染を辿り、和歌山県下の 1 ⽇の感染者
数が 2000 人を超えた時期もありました。病床
が危機的に逼迫するところまで悪化もしまし
た。それから今⽇、感染者数の減少傾向を辿
り、9 月 26 ⽇の和歌山県下の感染者数は一⽇当
たり 281 人にまで減少をしてきております。
又、病床使⽤率も 28.1％まで低下して少しは余
裕が出てきている様に⾒えます。その様な中に
於いて、様々な要素を慎重に鑑みたうえで本⽇
より例会を開催することを決めた次第でありま
す。しかしながら、完全収束をした訳ではあり
ませんので決して予断を許すことは出来ませ
ん。会員の皆さま方に於かれましては今後とも
感染予防には⼗分に⾃覚をした⾏動を取ってい
ただき、新型コロナウイルスの感染で重症化、
最悪の事態に至らないことを心より願っていま
す。ここで、一⾔『⾃分の⾝は⾃分で守る』︕ 

故 鈴木 寛名誉会員 
2022 年 7 月 17 日ご逝去 
謹んでご冥福をお祈り申し
上げます。 
 
故 鈴木 寛名誉会員の奥様
(鈴木 美智様)より、会葬の
お礼状を頂き、青木会員よ
り代読して頂きました。 

http://www.wkitarc.sakura.ne.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

「前年度決算と本年度予算について」 
 

※決算報告 2021-2022 年度 渡邊孝富会計 
    代理︓⻘⽊保誠前年度幹事 

  満場一致で承認されました 
 
※予算報告 2022-2023 年度 渡邊孝富会計 
      代理︓平山裕次郎会⻑ 
  予算書は一部訂正にて再提出とします 
 
 
＊クラブ細則第 1 条定義４による会員総数の 
 3 分の 1 以上の出席による。 
  （会員総数︓３２名 出席︓２３名） 

  
  

≪回覧≫ 
・7/22 付わかやま新報「平山会⻑︓

所信表明」掲載紙 
・ガバナー月信 8・9 月号 
・⽔⼾東 RC・岩出 RC より会報 
・一般財団法人比国育英会バギオ基

⾦より会報「バギオだより第 91
号」 

  ＊会報をご入⽤の方はお持ち帰りください。 
 ・和歌山ダルクより 7 月ニュースレター 
 ・和歌山県交通遺児を励ます会より、業務報告書 
≪報告≫ 
 ・8/2 付にて 3 件の寄付・募⾦を送⾦しました。 
  ①和歌山県交通遺児を励ます会へ￥10,000 寄付 
  ②国連⽀援募⾦「ダメ。ゼッタイ。」へ￥10,000 
   募⾦ 
  ③⽇本ライトハウス「盲導犬を育てる会」へ 
   ￥10,000 寄付 
  9/21 付にて「⻘森県大⾬災害⽀援⾦」￥30,000 
  を地区(ガバナー事務所)へ送⾦しました。 
  ＊第 11 回臨時理役員事会(書面決議)にて決定 
 ・今⽇の新型コロナ状況を鑑みて、秋の⽇帰り親睦 
  旅⾏を中⽌と致しました。よって、前期の親睦会 

費は春の旅⾏へと繰り越す事になりました。 
＊第 9 回臨時理事役員会(書面決議)にて決定 

 ・11/5(土)・6(⽇)の地区大会登録費⽤について、 
  全員参加としましたので地区へ登録費を 32 名分 
  ⽀払いました。可能な限り大会へのご出席をお願 

い致します。 
 ・会員ならびに会員奥様のお誕生⽇⾃祝について 
  会員￥10,000・奥様￥5,000 の誕生⽇⾃祝をニ 

コニコ募⾦に頂く事になっておりますので宜しく 
お願い致します。 

 ・次回よりクールビズを終了し、ネクタイ着⽤とさ 
せて頂きますので宜しくお願い致します。 

≪その他≫ 
・次回の例会は、10/17(月) 

12︓30〜14︓00(例会時間延⻑) 
ダイワロイネットホテル和歌山４F にて開催 
『クラブフォーラム〜第 3 回クラブ協議会〜 

⽥原久一ガバナー補佐をお迎えして』 
 

・久々の例会です。元気な姿を⾒られて嬉しいです。 
平山裕次郎君 岡⽥義典君 中村博道君 

・臨時総会宜しくお願い致します。   和⽥耕司君 
・ニコニコ箱募⾦。          生駒喜一君 
・今月も宜しくお願い致します。    ⽥上義人君 
・ニコニコ箱募⾦。          岩崎 昭君 
・ニコニコ箱募⾦。          渡邊孝富君 
・ニコニコ箱募⾦。          松本憲二君 
・入会しましたので宜しくお願い致します。 

岡⽥明久君 
・誕生⽇⾃祝。            有⽥佳秀君 
・誕生⽇⾃祝。            桝⾕知樹君 
・誕生⽇⾃祝。            ⻘⽊保誠君 
・古希・誕生⽇、ありがとうございます。寺本尚弘君 
・妻の誕生⽇、ありがとうございます。 渡邊孝富君 
             

সহご協⼒頂き有難うございました সহ 
*********************************** 

9 月  2 ⽇ 今⽥政⾏君  9 月 21 ⽇寺本尚弘君 
9 月  6 ⽇ 上⽥耕臣君  9 月 22 ⽇有⽥佳秀君 
9 月 17 ⽇伊與⽥尚宏君   9 月 22 ⽇太⽥恵示君 

10 月  3 ⽇林 孝治君 10 月 22 ⽇飯塚忠男君 
10 月 16 ⽇桝⾕知樹君 10 月 25 ⽇⻘⽊保誠君 

ЊЋЌЍЎЏАБВГДЕ～お誕生日おめでとうございます～ ЊЋЌЍЎЏАБВГДЕ 

10 月は米山月間です。本⽇、会員の皆様に
「米山豆辞典」と米山特別寄付のご案内をお配
りしています。皆様の寄付で事業を運営してい
ます。豆辞典をご拝読頂き、皆様のご協⼒をお
願い致します。 
            米山記念奨学委員会 
            委員⻑  東山 充 


