
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

 

 

2022-2023 年度 
2022 年 12 月 12 日 第 1896 例会  VOL.45 No.11 通算 1900 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 
◇RC ソング「我等の生業」 
   ᎳᎴᎵᎶピアノ演奏 辻本美恵子さん ᎳᎴᎵᎶ 
       ソング委員会 ︓岩⾒慎⼀君 
◇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」 
◇閉会点鐘   13︓30 
---- 次回の例会 2022 年 12 月 24 日（土）----                  
第 1897 回例会 
☆クリスマス例会 18︓30〜20︓30 

於︓アバローム紀の国 
    

------ 前回の例会報告  12 月 5 日（月） ------ 
第 1895 回例会   
○出席報告（会員総数３３名 免除３名） 

 ○出席会員︓２４名  出席率︓８０％ 
○11 月 21 ⽇(月)Make Up 後の出席率︓６８％ 
 
--------- ビジター報告    飯塚忠男君------- 

   
        
                    

合計０名 

こんにちは。 
今年の例会も、本⽇と 12 月 24 ⽇
の夜間例会を含めて残すところ 4
回となりました。年末というの
に、新型コロナウイルスの感染者
は衰えることもなく、勢いを増し
てきている状況であります。 

思い起こせば、上半期前半も新型コロナウイルスの
爆発的な感染で⻑期例会の取り消しが続きました。
『災い転じて福となす』ということわざがあります
が、わたしたち和歌山北ロータリークラブ会員は、
コロナ禍という⽇本国内の最大ピンチを最大チャン
スに変える事が出来た唯⼀のクラブであったと思っ
ております。私たちは、⻑期例会取り消しを活⽤し
て地区大会の打ち合わせに全⼒を尽くしてきまし
た。地区大会を成功させるには大勢の会員が同じ目
標をもって動かなくてはなりません。可能な限り⻑
時間をかけて、会員⼀同の結束と情報の共有を⾏う
事が非常に大事でありました。コ・ホストクラブで
ある和歌山東ロータリークラブ様のご協⼒を頂きな
がら 2 ⽇間の地区大会を 100 点満点で終了を出来た
事。まさしく『ピンチがチャンス』でありました。
何事も、悪い方向に考えて委縮をするとドンドン悪
い方向に引きずり込まれていきます。新型コロナウ
イルスで商機を掴んだ会社があれば、衰退した会社
もあります。今回の地区大会の講演は、まさしくコ
ロナ禍で影響を受けた国⺠に対してのエールであり
ました。『夢、希望、挑戦、諦めない』コロナに負
けるな、もっと夢をもちなさい。株式会社島精機製
作所島会⻑の講演でも有人宇宙システム株式会社前
村常務の講演でもあきらめず苦難を乗り越え続けて
います。それは、『夢があるからです』。来年は、う
さぎ年です。うさぎ年は『⾶躍する』年や時代の区
切り『契機になる』年と⾔われています。新型コロ
ナウイルスも変異を繰り返しながら弱毒化をしてき
ています。政府の方でも第 2 類相当の感染症をイン
フルエンザと変わらない第 5 類感染症に格下げの検
討をしているとマスコミで報じられています。しか
し、感染者が増えれば死亡者も増えてきます。犠牲
になる方は高齢者の方、持病をお持ちの方でありま
す。体調の弱い方が犠牲になっています。健康で症
状の軽い人は新型コロナウイルスに感染しても 2 ⽇
程度で改善をしています。私達が⼼掛けないといけ
ないことは感染の拡大です。今⼀度、⼀人⼀人が感
染予防をして、自身が感染しても『身体弱者には絶
対にうつしてはいけない』との⼼掛けで、これから
も⾏動をお願いします。 

  

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・IM の協⼒お願いします。 
平山裕次郎君 岡⽥義典君 中村博道君 

・ニコニコ箱募⾦。          桝谷知樹君 
・ニコニコ箱募⾦。          和⽥耕司君 
・ニコニコ箱募⾦。          岩崎 昭君 
・ニコニコ箱募⾦。          太⽥恵示君 
・誕生⽇自祝。            ⽥中 弘君 
・誕生⽇自祝。            松本憲二君 
・誕生⽇自祝。            中村博道君 
・誕生⽇自祝。            岩⾒慎⼀君 
・妻誕生⽇。             重根康志君 
・妻誕生⽇。             松本憲二君 
 

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

  

       ≪回覧≫ 
       ・ガバナー月信 12 月号。 

・⽔⼾東 RC より会報。 
・岩出 RC よりオープン例会の案内 

 
≪報告≫ 
・本⽇回覧しています「ガバナー月信 12 月号」の 

16ページに⻘少年奉仕活動︓少年野球大会の報告 
が掲載されていますのでご拝読下さい。 

≪その他≫ 
・本⽇例会終了後 13︓40〜会議室にて 
 「第 4 回定例理事役員会」を開催します。 
・次回の例会は、12 月 12 ⽇(月)12︓30〜 
 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」 

 

本⽇の例会⾏事は年次総会でありました。 
年次総会とは、和歌山北ロータリークラブ細則第 5 条
第 1 節年次総会。『本クラブの年次総会は毎年 12 月第
1 例会に開催されるものとする。そしてこの年次総会
において次年度の役員及び理事の選挙を⾏うものとす
る。』でありました。しかし、会⻑エレクトからの候
補者選別に時間がかかり、推薦人委員会が開催できな
い実情より年次総会を 1 週間遅らせることになりまし
たので、ご承知の程宜しくお願い致します。 
それにかわり、本⽇のクラブフォーラムはIM（インタ
ー-シティーミーティング）の打ち合わせとさせてい
ただきます。 
IM（インター-シティーミーティング）とは、近隣都
市の複数のクラブで実施する都市連合会の事でありま
す。和歌山市内のロータリークラブは 9 クラブであり
ますので、9 年に 1 度必然的に回ってくるクラブ⾏事
であります。本年度は当クラブがホストクラブとなっ
ていますので当クラブが主導しての⾏事となっていま
す。和歌山市は第 2640 地区の第 3 分区に属していま
す。ご承知の通り（和歌山 RC・和歌山東 RC・和歌山
南 RC・和歌山東南 RC・和歌山⻄ RC・和歌山北 RC・
和歌山中 RC・和歌山城南 RC・和歌山アゼリア RC）
の 9 クラブです。その都市連合ミーティングを当クラ
ブが主体となって実施することになっています。先⽇
⾏われた地区大会は、⽴案・企画・組織編制・財務の
権限までの全ては地区でありましたが、今回の IM は
地区大会と異なり、⽴案・企画・組織編制・財務の権
限は全て和歌山北 RC にあります。よって、当クラブ
の会⻑である平山が、会員の皆さま方と⼀緒に全⾯的
に実施をすることになります。これは、会員の皆様方
⼀人⼀人のご協⼒無くして成功をさせる事が出来ませ
ん。会員の皆様方に組織編制の役割をお願いすること
になりますので、お願いの節はご協⼒とご⽀援を頂け
ることを重ね重ねお願い申し上げます。 
実施⽇は 3 月 18 ⽇（土曜⽇）アバローム紀の国 3 階
で 14 時 30 分受付開始から始まります。会議時間は
15 時〜17 時の 2 時間を予定しています。参加者は市
内 9 クラブから約 100 名程度を予定しております。会
場の役割を大きく 2 つに分けると受付係と会場案内係
になります。受付係はタスキをして 9 クラブの個人個
人にメークアップカードを渡して頂きます。会場案内
係は和歌山北ロータリークラブのタスキをして会場の
周囲で案内歓迎を⾏っていただきます。会場の設営は
ホテルで⾏いますので必要はありません。講演内容は
現在和歌山市役所の企画課と調整中です。IMの組織編
制も現在の所調整中です。1 月の末にはお知らせをさ
せていただきますのでご協⼒の程宜しくお願いを致し
ます。講演内容、プログラムは 2 月初旬にお渡しする
予定です。参加人数は 2 月中旬ごろに報告をさせてい
ただく予定でいます。情報が入り次第会員の皆さま方
に伝え、情報の共有をしていきますので何卒ご協⼒の
程よろしくお願い致します。 

ЊЋЌЍЎЏАБВГДЕ12 月お誕生日お祝い ЊЋЌЍЎЏАБВГДЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 月 16 ⽇岩⾒慎⼀君 12 月 20 ⽇⽥中 弘君 
12 月 20 ⽇中村博道君 12 月 23 ⽇松本憲二君 
12 月 27 ⽇生駒喜⼀君 

 
〜お誕生日おめでとうございます〜 


