
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

 

 
 

2022-2023 年度 
2022 年 10 月 31 日 第 1891 例会  VOL.45 No.6 通算 1895 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 
◇森本芳宣ガバナー公式訪問 

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」 
◇閉会点鐘   13︓30 

----- 次回の例会 2022 年 11 月 14 日（月）-----                  
第 1892 回例会 
☆合同夜間例会 18︓30〜 

  和歌山アゼリア RC との合同夜間例会 
   於︓アバローム紀の国 ホスト︓アゼリア RC 

------ 前回の例会報告  10 月 24 日（月） ------ 
第 1890 回例会   
○出席報告（会員総数３３名 免除３名） 

 ○出席会員︓２７名  出席率︓９０％ 
○10 月 10 ⽇(祝)祝⽇休会の為出席率︓０％ 
--------- ゲスト報告  平⼭裕次郎会⻑ ------- 

  
 

合計 0 名 

  

みなさんこんにちは 
ロータリーの勉強をしよう。 
本年度のクラブテーマ「原点回
帰」から、今⽇の題目は「和歌
山北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。前回にお話しさせていただ
きましたが、⽇本初のロータリ

ークラブは今から 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すありま
す。そして、和歌山県下では今から 85 年前の
1937 年（昭和 12 年）4 月 27 ⽇に和歌山ロータ
リークラブが神⼾ロータリークラブをスポンサー
クラブとして誕⽣を致しました。今年で 85 周年目
の由緒ある素晴らしいクラブであります。 
そして、今から 63 年前の 1959 年（昭和 34 年）
2 月 23 ⽇に私たちの親クラブである和歌山東ロー
タリークラブが和歌山ロータリークラブをスポン
サークラブとして誕⽣をいたしました。 
今年で 63 周年目の由緒ある素晴らしいクラブであ
ります。そして私達北ロータリークラブは今から
43 年前の 1979 年（昭和 54 年）4 月 17 ⽇に和歌
山東ロータリークラブをスポンサークラブとして
29 名のチャーターメンバーから誕⽣をいたしまし
た。今年で 43 年周年目となります。初代会⻑は⽇
本城 2 代目社⻑の吉村善雄様でありました。 
そして、その時のチャーターメンバーで現在も在
籍されているのが、昭和 2 年 12 月 20 ⽇⽣まれの
御年 95 歳である⽥中弘会員であります。 
和歌山北ロータリークラブの歴史の⽣き証⼈でも
あります。⽥中弘会員は会⻑をはじめ創⽴ 20 周年
記念事業の実⾏委員⻑をも歴任をされ、本年度地
区⼤会の顧問となられております。⽥中会員にあ
らためて敬意を表したいと思います。 
そして、当クラブは今から 38 年前の 1984 年 5 月
19 ⽇に⼤韓⺠国東済州ロータリークラブと姉妹ク
ラブの締結を⾏いました。今でも姉妹クラブとし
て 38 年間の継続をし、毎年共同奉仕事業を⾏って
おります。また、⽥中弘会員が 20 周年記念事業の
実⾏委員⻑の時に当県と同じ徳川御三家である⽔
⼾東ロータリークラブと友好クラブの調印式を⾏
い現在も友好クラブの関係が続いております。 
ここで一言  

『ベクトルが同じ方向を向けば情熱は叶う』 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「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」 

 
和歌山北ロータリークラブ細則第 3 条 1 節により、 
投票制にするか、推薦制にするかを諮り、次々年度
会⻑・次年度副会⻑、幹事、会計、理事の選出方法
は、満場一致で推薦制を採択しました。 
 
「本年度予算について」 
予算報告 2022-2023 年度 平山裕次郎会⻑ 
満場一致で承認されました。 
 
※本臨時総会は、クラブ細則第 1 条定義 4 に定める 

会員数の 3 分の 1 の出席により成⽴します。 
（定員数︓33 名  出席数︓27 名） 

  

 

  

≪回覧≫ 
・更⽣サポートセンター和歌山よ 

り、11/19(土)ビッグホエール 
にて開催「ふれあい⼈権フェス 
タ 2022」での映画上映会の案 
内が届いています。 
詳細は、チラシをご確認の上、 
ご興味のある方はご参加下さ 
い。 

≪報告≫ 
・11/3(木祝)に「第 28 回和歌山北 RC 杯争奪⻄⽀ 

部お別れ野球⼤会」の開催が決定し、開会式へ 
平山会⻑・明楽⻘少年奉仕委員⻑・幹事の 3 名で 
出席します。 

・本⽇例会終了後、ガバナー月信掲載⽤の森本ガバ 
ナーとのガバナー公式訪問⽤集合写真を前撮りさ 
せて頂きます。(ガバナー事務所より、ガバナー 
月信編集の関係上、早期にて写真送付の依頼があ 
りました) 

≪その他≫ 
・次回の例会は、10/31(月)12︓30〜13︓30 

ダイワロイネットホテル和歌山４F にて開催 
『RI 第 2640 地区 2022-2023 年度 

森本芳宣ガバナー公式訪問』 
   同⾏者︓RI 第 2640 地区 3 分区 

2022-2023 年度 
⽥原久一ガバナー補佐 

  ※11︓30〜12︓30 ４F 会議室にて 
     「会⻑幹事との事前懇談会」 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

・本⽇、総会よろしくお願いします。 
平山裕次郎君 岡⽥義典君 中村博道君 

・地区ゴルフ⼤会、皆様御苦労様でした。 
森本芳宣君 

・ニコニコ箱募⾦。        桝谷知樹君 
・地区⼤会記念ゴルフ⼤会、お疲れさまでした。

臨時総会、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。        ⽥上義⼈君 
・ニコニコ箱募⾦。        飯塚忠男君 
・ニコニコ箱募⾦。        寺本尚弘君 
・ニコニコ箱募⾦。        渡邊孝富君 
・ニコニコ箱募⾦。        松本憲二君 
・ニコニコ箱募⾦。       伊與⽥尚宏君 
・誕⽣⽇自祝。          岡⽥明久君 
・妻誕⽣⽇ 
 ラブリーが喜んでおりました。  東山 充君 
             

সহご協⼒頂き有難うございました সহ 
 

******************************** 

 

１１月 ７⽇(月)休会① 
１１月１４⽇(月)合同夜間例会 18︓30〜 
        アゼリア RC との合同夜間 
        於︓アバローム紀の国 
        ホスト︓アゼリア RC 
１１月２１⽇(月)クラブフォーラム 
        「米山月間にちなんで 

〜自⼰紹介〜」 
        米山奨学⽣︓林 煌鑫さん 
        ※11 月お誕⽣⽇お祝い 
１１月２８⽇(月)クラブフォーラム 
        「R 財団月間にちなんで」 
        R 財団委員会︓重根康志委員⻑ 
----------------------------------------------- 
国際ロータリー第２６４０地区 地区大会  
11 月 5 ⽇(土)１⽇目 会場︓和歌山城ホール 
 本会議 
   13︓00〜17︓15 
 RI 会⻑代理歓迎晩餐会 
  会場︓ダイワロイネットホテル和歌山４F 
   17︓30〜20︓30 
11 月 6 ⽇(⽇)2 ⽇目  

会場︓ホテルグランヴィア和歌山 
 講 演  ９︓30〜11︓15 
 本会議  12︓00〜16︓50 
 
※講演内容等詳細は、地区⼤会チラシをご確認 

下さい。 


