
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

 

 
 

2022-2023 年度 
2022 年 12 月 5 日 第 1895 例会  VOL.45 No.10 通算 1899 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 
--------------------------------------- 

12 月ロータリーレート︓１＄＝138 円 
☆彡 疾病予防と治療月間 ☆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 
◇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 ※第 1 回 I.D.M.編成 

◇閉会点鐘   13︓30 
---- 次回の例会 2022 年 12 月 12 日（月）----                  
第 1896 回例会 
☆クラブフォーラム 

「I.M 打合せ」 
    

------ 前回の例会報告  11 月 28 日（月） ------ 
第 1894 回例会   
○出席報告（会員総数３３名 免除３名） 

 ○出席会員︓２３名  出席率︓７４％ 
○11 月 14 ⽇(月)Make Up 後の出席率︓７０％ 
 
--------- ビジター報告    飯塚忠男君------- 

   
        
                   合計０名 

こんにちは。 
まず初めに、遅い報告になりま
したが 11 月 3 ⽇（文化の⽇）
に当クラブの⻘少年奉仕活動で
ある和歌山北ロータリークラブ

杯争奪⻄⽀部お別れ野球⼤会の開会式に明楽⻘少
年奉仕委員⻑、松本雑誌広報委員⻑と私の 3 名で
雑賀球場へ⾏ってきました。天候はこれからの⽇
本を担って頂く若⼈の⼤会にふさわしく雲⼀のな
い素晴らしい秋晴れでありました。 
今⼤会で 28 回目と歴史のある⼤会であります。
開会式があれば閉会式があり、表彰式があるのが
当然でありますが、予定していた閉会式が 3 週間
ほど伸びました。今のところ 12 月 3 ⽇の閉会式
予定となっています。これも、新型コロナウイル
ス感染症の流⾏で学級閉鎖が相次いでいるため選
手が集まらないとの事でありました。 
政府は 8 波に入ったと宣言をしていませんが、東
京都医師会は第 8 波に入ったと判断をしていま
す。会員及びご家族様には感染予防には十分注意
していただいて、自分の身を又、家族の身を守っ
ていただきたく思います。 
それでは、今期のテーマ『原点回帰』より ロー
タリーの勉強をしよう。 
まず始めに、ロータリー・クラブにおける理事会
と総会との関係の勉強です。 
ロータリーにおいては標準クラブ定款が規定する
ように、「理事会がクラブの決定機関」でありま
す。⼀般の常識では、総会が最終決定機関です
が、ロータリーにおいてはこの形を採⽤せず、理
事会を最終決定機関 としています。  
会員と理事会の関係は、国⺠と国会の関係に似て
います。 
国⺠は国会議員を選出しますが、国会での議決に
は参加できません。それと同じように、会員は理
事を選出することをしますが、理事会での議決に
は参加をすることはできません。つまり、クラブ
会員はクラブ運営の決定を理事会に委ねているの
であります。 

  

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・重根 R 財団委員⻑、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 

・ニコニコ箱募⾦。          森本芳宣君 
・ニコニコ箱募⾦。(¥453,750)     森本芳宣君 
・重根 R 財団委員⻑、R 財団月間にちなんで卓話 

宜しくお願い致します。       和⽥耕司君 
・ロータリーバッチ忘れました。    重根康志君 
・ニコニコ箱募⾦。          ⽥上義⼈君 
・ニコニコ箱募⾦。          太⽥恵示君 
・ニコニコ箱募⾦。          飯塚忠男君 
・ニコニコ箱募⾦。          寺本尚弘君 
 

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

尚、理事会の決定を覆すには、「クラブに提訴す
る方法はあります」、と規定されています。又、
標準クラブ定款は年次総会の規定を設けていま
す。但し、この年次総会は、次年度の役員及び理
事の選挙を⾏うためのものに限定されています。 
当クラブは 10 月 24 ⽇に⾏われた臨時総会で推薦
方式をとると決定しました。早速、理事会は推薦
⼈の候補を決めました。そして、先⽇の理事会で
推薦⼈ 11 名を承認致しました。これより、福⽥
次年度会⻑の⼈事である次々年度会⻑・次年度副
会⻑・幹事・会計・理事 5 名を、11 ⼈の推薦⼈
が審議を⾏い、それが承認されれば、12 月 5 ⽇
の年次総会で公表をする事となっています。 
次に理事会の会員に対する報告についてですが、
通常理事会は毎週第⼀例会⽇に開催されることに
なっています。そのほか臨時理事会等も開催され
ます。和歌山北ロータリークラブ定款では、理事
会の全ての会合について書面による議事録が提供
されるべきである。又、60 ⽇以内に全会員が入
手できるようにするべきである。と定義されてい
ます。よって、これからは理事会の審議、決議の
結果を幹事の方から報告をさせていただきます。
又、会員の皆様方全員のメール袋の中にも入れる
ように致します。開かれた明るい例会を目指して
頑張っていきます。 

  

       ≪回覧≫ 
       ・アゼリア RC より、合同夜間例 

会会報。 
・更生保護サポートセンター和歌 

山より「記念誌」。 
≪報告≫ 
・2022 年度「手続要覧」について、My Rotary 

にてダウンロードしますので、ご入⽤の会員様 
は事務局までご連絡下さい。 

・第 3 回定例理事役員会承認決議報告書をお配り 
していますのでご拝読下さい。 

・先週 12 月度例会プログラム予定表を配布しま 
したが、12/24(土)年末家族例会が理事会にて 
中⽌と決定し、会員のみの年末夜間例会の開催 
となりプログラムの内容を変更しましたので本 
⽇再度プログラム予定表をお配りしています。 
先週分と差替えをお願いします。 

≪その他≫ 
・次回の例会は、12 月 5 ⽇(月)12︓30〜 

 

1971 年、当時のアーチ・クランフ 
が、「世界でよいことをするため 
の」基⾦の設置を提案。このビジ 
ョン、そして 26 ドル 50 セントの 
最初の寄付が、全世界で多くの⼈ 
の⼈生を変える財団へと発展しま 
した。 

・わずか 60 セントで、⼀⼈の子供をポリオから 
守る事が出来ます。 

・50 ドルで、水を介する疾病から⼈々を守るため 
に安全な水を提供する事ができます。 

・500 ドルで、いじめ撲滅キャンペーンを⽴ち上 
げ、子供たちに安全な環境をつくる事ができま 
す。 

①年次基⾦寄付「０」クラブ解消 
②ポリオ根絶への協⼒、恒久基⾦／⼤⼝寄付の推進 
③ロータリーカードの普及、推進 
また、ロータリー財団への寄付目標として 
 ・年次基⾦寄付︓⼀⼈当たり 180 ドル以上 
 ・ポリオ、プラス寄付︓⼀⼈当たり 30 ドル以上 
ロータリ財団は、皆様からのご寄付を世界各地の奉
仕活動に役⽴てています。 
皆様のご理解とご協⼒をよろしくお願いします。 

ダイワロイネットホテル和歌山４F 
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 ※12 月お誕生⽇お祝い 

＊例会終了後 13︓40〜４F 会議室にて 
 「第 4 回定例理事役員会」を開催致します。 

〜⽶⼭記念奨学委員会よりお知らせ〜 
本⽇、11 月 28 ⽇付にて米山特別寄付を 6 名様よ
りご協⼒を頂き￥1,300,000 を米山記念奨学会へ
送⾦しました。ご協⼒頂き有難うございました。 

米山記念奨学委員会 
委員⻑ 東山  充 


