
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

 

 
 

2022-2023 年度 
2022 年 10 月 24 日 第 1890 例会  VOL.45 No.5 通算 1894 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 
◇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 
◇臨時総会 
  「次々年度会⻑・次年度副会⻑、幹事、 

会計、理事の選出⽅法について」 
◇閉会点鐘   13︓30 

----- 次回の例会 2022 年 10 月 31 日（月）-----                  
第 1891 回例会 
☆ガバナー公式訪問 

国際ロータリー第 2640 地区 2022-2023 年度 
ガバナー 森本 芳宣様公式訪問 

「ガバナーアドレス」 
   ※11︓30〜「会⻑幹事との事前懇談会」 

------ 前回の例会報告  10 月 17 日（月） ------ 
第 1889 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％ 
○10 月 3 ⽇(月)Make up 後の出席率︓７９％ 
--------- ゲスト報告  平⼭裕次郎会⻑ ------- 

 国際ロータリー第 2640 地区 3 分区 
 2022-2023 年度 ガバナー補佐 ⽥原久一様 

合計 1 名 

  

みなさんこんにちは。 
本⽇は第 2640 地区から、私た
ちのスポンサークラブである和
歌山東ロータリークラブ所属の
⽥原ガバナー補佐訪問による例
会となっています。⽥原ガバナ
ー補佐ようこそおいでになりま
した。⽥原ガバナー補佐は市内
の第 3 分区に登録のある 10 ク

ラブを担当してくれています。当クラブの訪問が
最終だそうですので、ごゆっくりと来訪していた
だければと思います。そして、本⽇のクラブフォ
ーラムは⽥原ガバナー補佐を迎えてのクラブ協議
会となっております。後程、各委員⻑からの発表
の⽅をよろしくお願いします。さて、本⽇の卓話
は本年度のクラブテーマ「原点回帰」からロータ
リーの勉強をしようとの題目で、「⽇本初のロータ
リークラブ誕生」についてのお話をしたいと思い
ます。まずはロータリークラブの誕生からです。
ロータリークラブは一人のアメリカ人のビジョン
によって始まりました。その人の名はアメリカの
シカゴで弁護士として働いていたポール・ハリス
です。今から 117 年前の 1905 年 2 月 23 ⽇に様々
な分野の職業人が集まって知恵を寄せ合い、生涯
にわたる友情を培う事のできる場を作る夢をもっ
てシカゴロータリークラブを築きました。設⽴以
来、ロータリークラブは徐々に人道的奉仕活動に
も活動を広げ、今では様々な職業や文化をもつロ
ータリー会員が⽇々様々な課題を解決するために
草の根の活動や国際的な取り組みを⾏っていま
す。ロータリーが私たちにとって何を意味するに
しても、「世界は私たちの活動成果によってロータ
リーを知るのです。」と創設者は述べられておりま
す。つまり『世界に善い活動成果をすれば必然的
にロータリークラブの名前は轟く』という事にな
ります。その後、ロータリークラブ設⽴から 16 年
の間に 6 ⼤陸へと広がり、⽇本に初めてのロータ
リークラブが誕生をしたのが今から 102 年前の
1920 年（⼤正 9 年）に創⽴した東京ロータリー
クラブであります。それから⽇本全国に拡散され
ていきました。本⽇お⾒えになっております⽥原
ガバナー補佐の所属する和歌山東ロータリークラ
ブは和歌山県下で 2 番目、今から 63 年前の 1959
年（昭和 34 年）2 月 23 ⽇に設⽴されました。そ
して、和歌山東ロータリークラブをスポンサーク
ラブとして今から 43 年前の 1979 年（昭和 54
年）4 月 17 ⽇に私達、和歌山北ロータリークラブ
が誕生した歴史がございます。一人のビジョンが
1 世紀後には環境と世界平和の実現に動き出しま
した。 
ここで一言『波紋の始まりは小さな問題提議であ
り善の共鳴増幅により世界は動く』 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「和歌山北ロータリークラブに関して 
ガバナー補佐の所⾒」 

 
クラブ協議会は例会の中で⾏い委 
員⻑を集めて発表しました。 
講評としては、フレッシュ会員参 
加が⾮常に良かったと思います。 
出来たら 3 年未満の会員も参加さ 
れたらいいと思います。 

⻘少年奉仕委員会の継続事業の野球とゴルフは是⾮
とも継続でお願いします。 
どのクラブも苦労しております増強ですが、皆さん
一丸となって取り組む以外ないと思います。クラブ
の運営はしっかりしていると思います。 

  

  
≪回覧≫ 
・ガバナー月信 10 月号 
・RI 第 2640 地区ガバナーエレ 

クト事務所開設のご案内 
・⽶山記念奨学会より会報「ハイ 

ライトよねやま 271 号」 
        ・和歌山⻄ RC より、昨年度 IM 

決算書及び返戻⾦のお知らせ 
 ※IM 返戻⾦￥29,866 は、10/3 付にて受領済み 
・一般社団法人 ⽐国育英会バギオ基⾦より会報

「バギオだより 92 号」 
※会報をご入用の⽅はお持ち帰りください。 

≪報告≫ 
・本⽇の例会ですが、クラブ協議会にて本年度各委 

員会の活動⽅針並びに活動計画の発表がございま 
すので 14︓00 まで時間延⻑とさせて頂きます。 
後ほど発表をお願い致します。 

・和歌山⻄ RC からの IM 決算返戻⾦￥29,866 
は、一般会計(雑収入)へ入⾦しました。 

・前年度アルコール募⾦残⾼￥5,485 は、ニコニコ 
箱会計に入⾦しました。 
※本年度第 2 回定例理事役員会にて決定 

 ※前年度に総合計￥185,485 ご協⼒頂き、一般 
会計不⾜のため前年度決算時に￥180,000 を 
振り替えたため、残⾦は￥5,485 となります。 

・皆様への配布物の中には、出欠等の案内がござい 
ます。必ず配布物をご確認の上、期⽇までにお返 
事頂けるようご協⼒の程宜しくお願い致します。 

≪その他≫ 
・10/18(火)は、地区⼤会記念ゴルフ⼤会です。 
 ⼤会設営及びゴルフ参加宜しくお願い致します。 
・次回の例会は、10/24(月)12︓30〜13︓30 

ダイワロイネットホテル和歌山４F にて開催 
『臨時総会〜次々年度会⻑・次年度副会⻑、 

幹事、会計、理事の選出⽅法について』 

・本⽇、お世話になります。 
     RI 第 2640 地区 3 分区 2022-2023 年度 
      ガバナー補佐 ⽥原久一様(和歌山東 RC) 
・⽥原ガバナー補佐をお迎えして。 

平山裕次郎君 岡⽥義典君 中村博道君 
・⽥原ガバナー補佐、クラブ協議会宜しくお願い 

します。             平山裕次郎君 
・⽥原ガバナー補佐、ご苦労さんです。 森本芳宣君 
・⽥原ガバナー補佐をお迎えして。   初⽥隆生君 
・ニコニコ箱募⾦。          桝谷知樹君 
・第 3 回クラブ協議会宜しくお願いします。 

和⽥耕司君 
・ニコニコ箱募⾦。          重根康志君 
・ニコニコ箱募⾦。          寺本尚弘君 
・バッジ忘却。            松本憲二君 
・誕生⽇自祝。            飯塚忠男君 
・誕生⽇自祝。            太⽥恵示君 
・誕生⽇自祝。           伊與⽥尚宏君 
             

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

 

〜ようこそ和歌⼭北ロータリークラブへ〜 
 
新⼊会員︓開發康隆(かいはつ やすたか)様 
勤 務 先︓(株)東光(とうこう) 代表取締役 
趣  味︓ゴルフ 
推 薦 者︓東⼭会員 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 


