
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

 

 

2022-2023 年度 
2023 年 1 月 23 日 第 1899 例会  VOL.45 No.14 通算 1903 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 
--------------------------------------- 

1 月ロータリーレート︓１＄＝132 円 
☆彡 職業奉仕月間 ☆彡 

------------- プ ロ グ ラ ム ------------ 
◇開会点鐘 12︓30 
◇R 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 
◇クラブフォーラム 12︓30〜13︓30 

「職業奉仕月間にちなんで」 
   職業奉仕委員会︓福⽥⽟緒委員⻑ 

◇閉会点鐘   13︓30 
---- 次回の例会 2023 年 1 月 30 日（月）----                  
第 1900 回例会 
☆クラブフォーラム 12︓30〜13︓30 

「クラブ協議会〜上期活動報告・下期活動計画発表〜」 
     発表︓各委員会 委員⻑ 

------ 前回の例会報告  1 月 16 日（月） ------ 
第 1898 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︓７０％ 
○1 月 2 ⽇(月祝)祝⽇休会の為出席率︓０％ 
--------- ビジター報告    ⽥邉昌也君------- 

   
        
        
 

合計 0 名 

皆さんこんにちは。 
先程、⽇前神宮の禰宜 紀様よ
り新春のご祈祷を頂きました。
皆様⽅と共に、今年も良い年で
あることを願っております。 

今年は、第⼀、第⼆、月曜⽇が祝⽇でありました
ため、第三月曜⽇の本⽇、1 月 16 ⽇が初例会と
なりました。10 ⽇ゑびすも終わり、「あけまして
おめでとうございます」の挨拶は、少し時期外れ
かなと思う初例会となりました。 
今年はうさぎ年であります。 
昭和 50 年、昭和 38 年、昭和 26 年、昭和 14 年
生まれの⽅が当り年になっております。 
うさぎ年はどんな年でありますでしょうか︖イン
ターネットで調べてみました。 
うさぎは、穏やかで温厚な性質であることから、
「家内安全」な意味を示します。 
また、その跳び姿から「飛躍」、「向上」を象徴す
るという事で親しまれてきております。 
他にも草木が地面を蔽うような状態を表している
という事で、新しい事に向かって挑戦するのに最
適な年だそうであります。 
⼜、私の例会も本⽇より折り返し地点を折り返す
事となりました。 
後半は皆様⽅と共にぴょんぴょん跳ねて明るく楽
しく飛躍のある例会づくりに努めてまいりたいと
思います。 
今年も皆様⽅のご⽀援ご協⼒をお願い致しまし
て、私の初例会の挨拶とさせていただきます。 

  

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 理解推進月間にちなんでと
いう事で、卓話をさせていた
だきます。 
先ずは、ロータリークラブと 
は︖から始まりロータリーの 
輪についての記事を紹介させ 
ていただきます。 

私達、単⼀ロータリークラブとは、国際的な社
会奉仕連合体のメンバーであり、その中の⼀つ
の単位クラブであります。そして、それぞれの
会員のことをロータリアンと呼称しています。
その理念は、皆様⽅ご承知の通り、⼈道的な奉
仕を⾏い。すべての職業において、⾼度な道徳
的水準を守ることの奨励をし、世界に於いて
は、事業及び専門職務に携わる指導者が、親善
と平和の確⽴に寄与することを⽬指して、連携
をした団体であります。 
本筋としては、職業奉仕と、そこから広がる社
会奉仕と国際親善を⽬的とした団体でありま
す。奉仕の基本は、「I serve 私は奉仕する」
であります。クラブとは、「奉仕をするクラブ会
員、ロータリアン個⼈の集まり。」であります。 
国際ロータリーは、そのクラブの連合体とされ
ています。ロータリークラブ活動の特色として
は、各クラブごとに独自の事務局を持ち、自主
独⽴運営が⾏われ、奉仕活動、寄付⾏為、会員
の交流、友好事業等が⾏われています。 
そこで、今⽇は世界の平和に⽬を向けて、ロシ
アによる、ウクライナ侵攻にまつわる⼀つの記
事を紹介させていただきます。 
それは、昨年の 3 月に投稿された、国際ロータ
リー第 2232 地区、【ウクライナ】ローターアク
ト代表の、イリーナ・ブシュミナさんからの記
事です。私は戦争勃発から数時間以内に、姉夫
婦と生後 3 ヶ月の甥、そして⼀匹の猫と共に⾞
でキーウを逃れました。国境に着いた時には、
既に男性の出国が禁⽌されていたため、義理の
兄を残して国外に脱出をしました。5 ⽇⽬の運
転を経て、6 ⽇⽬にウィーン（オーストラリ
ア）にたどり着きました。その途上の 3 泊はホ
テルではなく、ロータリアンや、ローターアク
トの自宅に泊めていただきました。 
国際ロータリーは大家族であるとはよく言われ
ますが、この時にそれを実感したのと、いつも
⽀えてくれるのがロータリーファミリーである

ことを肌身で感じました。それから、欧州のロ
ーターアクトを動員することを思いついたの
は、⾞で移動中の時でした。助けとサポートが
必要なのは、私だけでないことに気づいたから
です。姉が運転中だったので、私はスマホを手
にローターアクト達のすべてのチャットに、ウ
クライナの状況についてメッセージを送り始め
ました。大勢のローターアクターからすぐに返
信があり、多くの⼈たちが即座に⽀援グループ
を作って、私がまとめ役となれるように援助を
してくれました。⼊念に計画をされたプロジェ
クトとは言えませんが、初⽇から始動が出来ま
した。ローターアクターたちは迅速に対応をし
てくれました。私はウクライナのロータリアン
とローターアクターが、国外で宿泊先を⾒つけ
られるようにする、小規模なプロジェクトを即
座に⽴ち上げる必要があると気づきました。 
今では、このプロジェクトは拡大をして、多く
のウクライナ⼈が、新たな家が⾒つけられるよ
う⽀援をしています。難⺠の受け⼊れを申し出
たホストファミリーの数は、2,000 を超えてい
ます。私たちは移住の⽀援、宿泊先の手配、そ
の他の⼈道的⽀援など、様々な要請に対応をし
ています。現在は、防衛隊のためのヘルメッ
ト、熱探知カメラ、防弾チョッキなどの物資の
⽀援という大きな要請も届いています。 
そんな中、⾷料や水といったシンプルな必需品
を要請してくる町があります。その様な要請に
は特に⼼が痛みました。市⺠への⼈道⽀援物資
の供給が、ロシア軍により阻害されていて、飢
えや脱水症で⼈々がなくなっているのが辛いで
す。私が取りまとめている国際的チームには、
100 ⼈以上、ウクライナ⼈チームには 50 ⼈ほど
のメンバーがいます。ウクライナ⽀援に参加を
しているローターアクト会員が、実際に何⼈い
るのかはわかりませんが、各国で独自のプロジ
ェクトが展開をされており、クラブごとの⽀援
活動も⾏われています。⽀援のレベルは様々で
ありますが、どんなにささやかな寄付にも価値
があり、それで命が救われる可能性もありま
す。そして私たちは次の 4 つの事に取り組んでい
ます。『1，ウクライナの状況について事実を伝
えること。2，避難したウクライナ⼈のための宿
泊先を⾒つけること。3，⼈道⽀援物資を送るこ
と。4．経済的⽀援を確保すること。』全ての⼈
から感謝の言葉が返ってくるわけではありませ
んが、正直なところ、それは期待をしていませ
ん。恐れやストレス、国境での数⽇にわたる⽴
往生など、この⼈たちが置かれた状況を考えれ



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ば、「ありがとう」などと言う義理はありませ
ん。私たちは、この⼈たちの安全を確保して、
苦難を乗り越えられるようにするために、全⼒
を注ぐのみです。今こそ、理解する⼼が大切で
す。と記されていました。 
私が、この記事から受けた印象は、ロータリー
とは、国境なきグローバルな大家族であること
を、如実に証された生々しい記事であると感じ
ました。そして、ロータリーは、国際平和に多
大な貢献をしていることが良く分かりました。 
⼜、私達も戦争で苦しんでいる⼈々に、もっと
もっと、更に⽬を向けて援助をする必要性と重
要性を痛感させられた記事でありました。 
世界のどこかに、私たちと同じ考えを持つ仲
間、同胞たち、ロータリアンが存在をして、世
界平和に向けた奉仕活動をしているのでありま
す。 
最後に世界のロータリー会員数を紹介して終わ
ります。 
2022 年 7 月 1 ⽇現在の国際ロータリー/ロータ
リー財団からの現状報告より、世界の国/地域
数は 200 以上あり、その中に 36，849 クラブ
があります。会員総数は 1，166，331 名で
す。そして、和歌山北ロータリークラブは、国
際的な社会奉仕連合体の中の⼀つのクラブで、
33名の会員を有する単⼀クラブであり、会員の
皆様⽅⼀⼈⼀⼈がロータリアンであります。 
そして、奉仕の基本は、「I serve 私は奉仕す
る」。個⼈個⼈の奉仕活動が基本であります。 
 

 

１月 ８⽇ 平山 裕次郎君 
１月１８⽇ 笠野 晃君 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・残り６ヶ月宜しくお願いします。 
平山裕次郎君 岡⽥義典君 中村博道君 

・新年を祝して。           桝谷知樹君 
・祝 新年初例会。          和⽥耕司君 
・ニコニコ箱募⾦。          重根康志君 
・本年も宜しくお願いします。     ⽥上義⼈君 
・あけましておめでとうございます。  東山 充君 
・ニコニコ箱募⾦。          飯塚忠男君 
・ニコニコ箱募⾦。          渡邊孝富君 
・ニコニコ箱募⾦。          太⽥恵示君 
・誕生⽇自祝。           平山裕次郎君 
・誕生⽇自祝(１２月)。        生駒喜⼀君 
・嫁の誕生につきお花を頂き有難うございました。 
                   開發康隆君 
 

সহご協⼒頂き有難うございました সহ 
 

***********************************＊ 

  
和歌⼭北 RC1 月度例会プログラム予定表 

1 月 2 ⽇(月祝)正月休 
1 月 9 ⽇(月祝)成⼈の⽇ 祝⽇休 
1 月 16 ⽇(月)新年初例会 12︓15〜13︓30 
       ＊神事 ⽇前神宮(ひのくまじんぐう) 
           禰宜 紀 俊崇様 
       ＊クラブフォーラム 
         「R 理解推進月間」平山会⻑ 
       ＊1 月お誕生⽇お祝い 
       ※例会終了後 13︓40〜４F 会議室にて 
       「第 5 回定例理事役員会」開催 
1 月 23 ⽇(月)クラブフォーラム 12︓30〜13︓30 

「職業奉仕月間にちなんで」 
 職業奉仕委員会︓福⽥⽟緒委員⻑ 

1 月 30 ⽇(月)クラブフォーラム 12︓30〜13︓30 
      「第 4 回クラブ協議会〜上期活動報告・ 

下期活動計画発表〜」 
発表︓各委員会 委員⻑ 

       ≪回覧≫ 
       ・年賀状 ・ガバナー月信 1 月号 
       ・和歌山新報(年賀広告掲載誌) 
       ・水⼾東 RC より会報 
       ・更生サポートセンターより会報 
       ・⼀般社団法⼈比国育英会バギオ 

基⾦より 2021 年度事業報告書 
≪報告≫ 
・和歌山南 RC︓山中 静(やまなか せい)会員様 

の訃報が届きました。 
ご逝去が昨年末 12 月 29 ⽇、葬儀・告別式とも 
近親者のみで済ませ、ご弔問及びお香典、ご供 
花等はご辞退させて頂きますとの事です。 
ご冥福をお祈り申し上げます。 

・本⽇、下期クラブ会費請求書とクリスマス夜間 
例会でのチャリティオークション商品代⾦請求 
書をお配りしています。現⾦でのお⽀払いにつ 
いては、釣銭不⾜の為、お釣りの無い様ご協⼒ 
頂きたく、また、会費については、クラブ細則 
第 6 条第 2 節により、2 月末⽇までにご納⼊頂 
く様併せてお願い致します。 

≪その他≫ 
・本⽇、例会終了後 13︓40〜４F 会議室にて 
 「第 5 回定例理事役員会」を開催します。 
・次回の例会は、1 月 23 ⽇(月) 

ダイワロイネットホテル和歌山４F 
12︓30〜13︓30 

  クラブフォーラム 
「職業奉仕月間にちなんで」 

     職業奉仕委員会︓福⽥⽟緒委員⻑ 

ロータリーの友誌の電子版をご活用下さい。 
    参照︓R の友誌 1 月号 P30〜P39 
       P39 に QR コードが記載されて 

います。 
       R の友地区代表委員会 
       委 員  桝谷 知樹 


