
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

 

 
 

2022-2023 年度 
2022 年 11 月 28 日 第 1894 例会  VOL.45 No.9 通算 1898 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 
--------------------------------------- 

11 月ロータリーレート︓１＄＝148 円 
☆彡 ロータリー財団月間 ☆彡 

------------- プ ロ グ ラ ム ------------ 
◇開会点鐘 12︓30 
◇RC ソング「それでこそロータリー」 
   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 
     「R 財団月間にちなんで」 

R 財団委員会︓重根康志委員⻑ 
◇閉会点鐘   13︓30 
---- 次回の例会 2022 年 12 月 5 日（月）-----                  
第 1895 回例会 
☆年次総会 
「次々年度会⻑・次年度副会⻑、幹事、 

会計、理事の選出」 
   ※第 1 回 I.D.M.編成 

------ 前回の例会報告  11 月 21 日（月） ------ 
第 1893 回例会   
○出席報告（会員総数３３名 免除３名） 

 ○出席会員︓２１名  出席率︓６８％ 
○11 月 7 ⽇(月)休会の為出席率︓０％ 
--------- ビジター報告    飯塚忠男君------- 

   
        
        

合計０名 

こんにちは。 
先週はアゼリアロータリークラ
ブ様との合同夜間例会を楽しま
せていただきました。たまに
は、他クラブとの合同例会も新

鮮な気持ちを持つ事が出来、⾮常に有意義な例会
でありました。ホスト役となって頂いたアゼリア
ロータリークラブ様にはいつもながら感謝をする
限りであります。本⽇のメールケースの中の週報
にあります、先週の合同例会の会⻑挨拶記事にな
りますが、ホストクラブ会⻑として当クラブ会員
に地区⼤会協⼒の謝辞を掲載しています。この記
事に端を発して、地区代表幹事から苦情の電話が
ありました。『内容が地区に対する嫌がらせに捉
れる。』また、『会⻑幹事の事務局等の管理に不満
を呈している。』との内容でありました。クラブ
でもめるつもりはありませんが、反省点と思い、
クラブ全員で情報を共有したいと思います。私の
真意は地区関係者への謝辞ではありません。なぜ
ならば、地区⼤会とは、地区の財源で予算組をし
て、地区が企画⽴案をするものであります。その
お⼿伝いをホストクラブが⾏うものであり、ホス
トクラブに財源の執⾏権はありません。つまり、
ホストクラブが主体となって⾏う⾏事ではありま
せん。そういう⽴ち位置でありながら、ホストク
ラブという事で一般会員達が地区⼤会に惜しみも
なく協⼒をしてくれた事に感謝を申し上げた謝辞
であります。『会員の皆様方、つまりホストの協
⼒無くして、地区の義務⾏事である地区⼤会の成
功はありえなかった。』と、私は強く確信をしま
したので、会員の優秀さに対して深く謝辞を述べ
た次第であります。だから、私自身の事などでも
ありません。それは、ホストクラブ会⻑として当
然の義務だったからであります。遅くなりました
が、地区⼤会が 2 ⽇間無事に成功できたことに、
地区関係役員の方々に今一度改めてお喜びを申し
上げます。 
 

  

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に新型コロナウイルス関連のお話をさせていた
だきます。 
再度新型コロナが猛威を振るい始めてきました。
15 ⽇に国内の 1 ⽇当たりの新規感染者が 2 カ月
ぶりに 10 万人を超え、16 ⽇には北海道と東京都
で、ともに 2 ⽇連続の 1 万人超となる感染が確認
をされています。インフルエンザも蔓延し始め、
地域によっては学級閉鎖が出始めている状況であ
るとマスコミでは報じられています。この事か
ら、⽇本医師会は１６⽇、東京都内で定例記者会
⾒を開きました。新型コロナウイルスの新規感染
者が全国的に増加傾向であることについて、東京
都医師会釜萢敏（ｶﾏﾔﾁｻﾄｼ）常任理事は「新たな
波が始まったと捉えざるを得ない」と述べ、感染
「第８波」に⼊ったとの認識を⽰しました。こう
した状況を踏まえ、冬にかけて新型コロナと季節
性インフルエンザとの同時流⾏によって「多数の
発熱患者が発⽣する可能性がある」。と懸念を⽰
している記事がありました。和歌山県でも増加傾
向にあり 18 ⽇⾦曜⽇には 506 人の感染者を確認
し、病床使⽤率は 83.8％とかなり逼迫を期して
おります。又、一部の報道では 1 月中旬から 2 月
初旬にかけて死者も増加するとの懸念も報告され
ておりますので、これからも、会員の皆様方には
感染予防には十分注意をして頂きたいと思いま
す。ここで当社社員の家族から一言『家族全員が
感染しました。地獄です。』 

  

       ≪回覧≫ 
       ・RI 第 2640 地区森本芳宣ガバナ 

ーより、公式訪問お礼状。 
・RI 第 2640 地区 202-2023 年度 

地区⼤会参加のお礼状。 
・11 月号ガバナー月信。 

・⽶山記念奨学会より会報「ハイライトよねやま 
Vol.272」 

・一般社団法人⽐国育英会バギオ基⾦より会報 
「バギオだより第 93 号」 

・⽔⼾東 RC 会報 
・岩出 RC より会報及びオープン例会の案内 
・一般社団法人和歌山ダルクよりニュースレター 
≪その他≫ 
・本⽇例会終了後 13︓40〜４F 会議室にて 
 「第 3 回定例理事役員会」を開催します。 
・次回の例会は、11 月 28 ⽇(月)12︓30〜 
 ダイワロイネットホテル和歌山４F 
 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 

 

11 月  3 ⽇ 初⽥隆⽣君 11 月 25 ⽇ 東山 充君 
11 月 30 ⽇ 和⽥耕司君 
11 月 27 ⽇ ⽶山奨学⽣︓林 煌鑫さん 

〜お誕⽣⽇おめでとうございます〜 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本⽇は自分について詳しく話させていただきま
す。 
私は、林 煌鑫と申します。今年で 24 歳です。 
趣味と言えば、動物園や⽔族館のようなところに
⾏くのが好きです。機会があれば、⼤阪城の海遊
館に⾏ってみたいです。出身は中国福建省の福州
市です。福州は中国の東南部に位置しており、総
面積は 11,968 平方キロメートル、常住人口は約
842 万人です。（2021 年）ロータリークラブに
⼊ったおかげで、和歌山に来ました。出身地の福
州市は気候も環境も和歌山に似ているから、親近
感が出ています。 
福州の観光地の中から２つを紹介したいです。 
一つ目は「三坊七巷」です。「三坊七巷」は 晋時
代（266-420）から現在に至るまで、基本的に
昔の街の様式を維持しており、中国では⽐較的⼤
規模で、⽐較的保護された歴史的および文化的な
街です。二つ目は「鼓山景勝地」です。鼓山には
涌泉寺、羅漢台などの景勝地があります。 
これらは⻑期間の⾵化、崩壊、蓄積された後の花
崗岩によって形成された自然の景観です。そして
福州の名食「仏跳煕」も紹介したいです。これは
「福寿全」とも呼ばれます。伝説によると、清王
朝の道光時代（1821-1850）に福州でレストラ
ンを持っていた鄭春華さんによって開発されまし
た。最初はホームレスのために作った料理らしい
です。 
次に、⽇本とのご縁を話したいです。⽇本に暮ら
している叔⺟から⽇本についてを紹介してくれ
て、⽇本を旅⾏してきました。そこで⽇本人の皆
さんが親切で、外国人に対しても優しいと感じま
した。その旅⾏をきっかけとして、⽇本に留学す
ると決めました。 
2018 年に⽇本にきました。⽇本は町もきれいだ
し、⽣活も便利なので、住みやすい国だと実感し
ました。そして 2020 年に⼤阪に来ました。今は
⼤阪観光⼤学で勉強しております。私は今社会方
言学を中心に、勉強を進めています。方言の消滅
と伝承について研究しております。そのほかに、
私は学友会の一員として活動していたし、⼤学祭
の執⾏委員として⼤学祭の開催に協⼒した経験も
あります。また今後の就職というと、⽇本で就職
すれば、サービス業で勤めたいです。その一方、
帰国になったら、⽇本語教師になりたいです。 
そのために⽇本教員養成課程も受けています。 

ロータリーに参加して以来、最も感動したの
は様々な方との出会いです。そのうえに、⽇
本の⾵景や文化を実際に体験でき、⾮常に楽
しく感動しました。多文化の環境においての
私は、ロータリー⽶山奨学⽣として、国際平
和の創造と維持に貢献できるのを目指して、
自分の責任として扱いたいです。 

林さん、お誕⽣⽇おめでとう!! 
東山カウンセラーより、お誕⽣⽇
プレゼント ᇅᇆᇇᇈ 

東山カウンセラーより、⽶山奨学⾦
11 月分を贈呈 

----------------------------------------------- 

「和歌⼭北 RC12 月例会予定」 
 

12 月 5 日(月)年次総会 
       「次々年度会⻑・次年度副会⻑、 

幹事、会計、理事の選出」 
※12 月お誕生日お祝い 

12 月 12 日(月)クラブフォーラム 
       「I.M.打合せ」 
12 月 19 日(月)例会変更(12/24(土))により休会 
12 月 24 日(土)年末夜間例会(会員のみ) 
       ※11/21 理事会にて家族参加を中⽌ 
       開催場所︓アバローム紀の国 
       開催時間︓18︓00 受付 
            18︓30〜20︓30 
       会  費︓￥10,000 
       ＊チャリティー及びイベント実施 
12 月 26 日(月)休会② 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

・⽶山奨学⽣︓林さん、卓話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 

・⽥中会員の全快祝い。       平山裕次郎君 
・地区⼤会の成功を祝福し、併せてその役員諸氏の 

⼒投に感謝申し上げます。      ⽥中 弘君 
・祝 地区⼤会⼤成功。皆さん有難うございました。 
                   有⽥佳秀君 
・ニコニコ箱募⾦。          桝谷知樹君 
・ニコニコ箱募⾦。          重根康志君 
・ニコニコ箱募⾦。          飯塚忠男君 
・ニコニコ箱募⾦。          松本憲二君 
・誕⽣⽇自祝。妻、誕⽣⽇。      和⽥耕司君 
・誕⽣⽇自祝。68 歳となり家庭と仕事とロータリー 
 頑張ります。            東山 充君 
・妻誕⽣⽇自祝。           太⽥恵⽰君 
 

সহご協⼒頂き有難うございました সহ 
 

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

花いっぱい推進協議会への寄付⾦贈呈式 
市 内 会 ⻑ 幹 事 会 幹 事 ク ラ ブ ︓ 和 歌 山 中 RC  
宮本嘉久会⻑より、花いっぱい推進協議会  
森川勝理事⻑へ寄付⾦贈呈 


