
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

 

 

2022-2023 年度 
2023 年 2 月 13 日 第 1902 例会  VOL.45 No.17 通算 1906 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 
--------------------------------------- 

2 月ロータリーレート︓１＄＝130 円 
☆彡 平和と紛争予防／紛争解決月間 ☆彡 
------------- プ ロ グ ラ ム ------------ 
◇開会点鐘 12︓30 
◇国歌＆R 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 
◇外部卓話 12︓30〜13︓30 

「航空自衛隊特別航空輸送隊の勤務を振り返って」 
    自衛隊和歌山地⽅協⼒本部 
    募集課⻑ ２等空佐 高野彰彦様 

◇閉会点鐘   13︓30 
---- 次回の例会 2023 年 2 月 16 日（木）----                  
第 1903 回例会 
☆夜間例会 18︓30〜20︓30 

ダイワロイネットホテル和歌山４F プレジール 
     

------ 前回の例会報告  2 月 6 日（月） ------ 
第 1901 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︓７７％ 
○1 月 23 ⽇(月)Make Up 後の出席率︓９０％ 
--------- ビジター報告    ⽥邉昌也君------- 

 
 
 

合計 0 名 

こんにちは 
『ロータリーを楽しむ』とインタ
ーネットで検索をしてみました。
トップ画面に出たのが、ロータリ
ーを楽しむにはロータリーを理解
しなければならない。友達を作る
楽しみや、自分が会⻑になって、
自分のクラブをもっと素晴らしい
ものにしていく楽しみ、委員⻑に
なって素晴らしい委員会を作る楽

しみもあるでしょう。それから、財団や米山に、お
⾦のある⽅はいっぱい寄付をして、みんなの為に尽
くすという楽しみもあるでしょう。と掲載されてい
ました。さて、前の卓話になりますが、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、国際ロータリーは、そのクラブ
の連合体とされています。よって、ロータリークラ
ブとは個人の集まりで、その個人をロータリアンと
呼称 を して い ま す。 そ して 、 奉仕 の 基 本は 「I 
serve 私は奉仕する」になっております。ここ
で、本⽇は、先程『ロータリーを楽しむ』で検索し
た中の、『友達を作る楽しみ』に焦点を絞って私の
挨拶とさせていただきます。これも前にお話をさせ
ていただきましたが、2022 年 7 月 1 ⽇現在、世界
のロータリークラブ数及び会員数は、国/地域数で
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。ちなみに、
2022 年 11 月末現在の、⽇本の地区は 34 地区あ
り、2,226 クラブの中に 85,234 人の会員が登録を
しています。そして、私達 2,640 地区には 65 クラ
ブがあり、1,652 人の会員が在籍をしいます。そ
の、第 3 分区である、和歌山市内 9 クラブには、1
月ガバナー月信より、362 名の会員が在籍をしてお
ります。それでは、『他のクラブへ Make-Up（メー
クアップ）して友達を増やそう』。自分のクラブの
例会の出席は勿論ですが、ロータリーでは、他のク
ラブへ自由に出席をすることが出来ます。又、他の
クラブに出席をすると非常に心地よく紳士的に対応
をしてくれるものであります。それは、当クラブで
も同じであります。来訪者の⽅をビジターと呼びま
す。当クラブの会員さんで他のクラブにメークアッ
プ出席の経験のない会員さんもたくさんおられると
思います。私たちはロータリアンです。何処のロー
タリークラブの例会に参加をしても構わないので
す。みなさんも是非、積極的に他のクラブの例会に
出席をして、友達の輪を広げ、⾒聞⾒識を広げてい
ってはいかがでしょうか。ちなみに、費用の⽅は、
和歌山市内 9 クラブの場合、食事代が約 2,500 円と
ニコニコ募⾦が相場です。参加の調整は、事務局の
辻本さんの⽅で⾏ってもらえます。私のテーマ原点
回帰より、『ロータリアンとは』を考えてロータリ
ーソングを読み取ってみました。『四つのテスト』、
『手に手つないで』。非常によくできた歌詞です。
この歌詞のようなクラブを⽬指して会員の増強に⼒
を入れていこうと思います。地区の山下会員増強委
員⻑からも会員増強の特別チームを作る様に求めら
れていますので、皆様⽅にご協⼒をお願いして、わ
たしの挨拶とさせていただきます。 

  

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・和⽥国際奉仕委員⻑、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 

・国際奉仕委員会から、平和と紛争予防／紛争解決月 
間です。宜しくお願い致します。   和⽥耕司君 

・ニコニコ箱募⾦。          岩崎 昭君 
・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。          太⽥恵示君 
・ニコニコ箱募⾦。          松本憲二君 
・誕生⽇自祝。            渡邊孝富君 
 

সহご協⼒頂き有難うございました সহ 
 

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

  

 

       ２月は平和と紛争予防／紛争解決月 
間です。国際奉仕委員⻑も通年させ 
させて頂きていますが、同じ話にな 
るかと思います。今回は、前回同様 
クラブフォーラムで「平和と紛争予 
防／紛争解決月間にちなんで」とい 
うテーマの卓話という事で難しく解

りにくく⾝近に感じにくい⾔葉です。しかし、紛争
はかつて⽇本にも存在し、世界に⽬を向ければ、今
もどこかで続いています。話は少し変わりますが、
皆さんはロータリーで⻘少年交換を⾏う際、それを
どの様な事業と捉えていますか。将来有望な人材を
育てるため︖国際交流を促進するため︖シンプルに
若者に留学の機会を提供するため︖国際ロータリー
(RI)のウェブサイトで⻘少年交換について検索する
と、下記の文⾔が⽬に飛び込んで来ます。「異文化を
理解し、国境を超えた友情と信頼を築く機会をもた
らす事で、世界平和を少しずつ実現できると私たち
は信じています」ロータリーが⻘少年交換事業を推
進する最も⼤切な理由は、それが未来の世界平和へ
の贈り物となる可能性を秘めているからです。それ
では、⽇本の⻘少年交換はどのようなきっかけでは
じめられたのでしょうか。東京で RI 国際⼤会が開か
れたのは 1961 年のこと。5 月 28 ⽇〜6 月 1 ⽇の⽇
程のうち 4 ⽇⽬の国際親善会議アジア部会であるス
ピーチが二人のロータリアンを結び付け、善意のス
パークによって⽇本の⻘少年交換が萌芽しました。
その二人とは、オーストラリア第 282 地区のドナル
ド・ファーカー氏(通称ドン)と第 370 地区(九州全県
と山口県)の松本謙二郎ガバナーエレクト(GE)でし
た。ドンは、オーストラリアのローズバッドロータ
リークラブ(RC)の元会⻑であり、松本 GE は、アジ
ア部会のパネリストとして共に参加していました。
その会合が質問時間に入った時、ドンは「国際親善
に関係がある話を許可してもらえればお話したい」
と、おもむろに⽴ち上がり、そして穏やかに低⾳の
よく響く声で語り始めました。「私は、ある使命を持
ってこの⼤会に参加しています。その使命とは、第
280 地区パストガバナーのジョー・ブラッドバリー
の要請により、国際親善のために⽇本の高校生を私
のクラブに 1 年間派遣していただけないかというこ
とです。ジョーはこの⼤会より前、1959 年に⽇本
の 12 地区のガバナーに向け、学生交換の提案親書を
送りましたが、うまくいきませんでした。そこで、
私をここに派遣したのです。それとは別に、私は⽇
本について特別な感懐を持っています。かつて戦争
で戦った⽇本の国はどのような国なのか、どのよう
な人々が暮らしているのかを知りたくて東京に来ま
した。そして、いつでもどこでも親切にしてもらい
ました。それは些細なことかもしれませんが、国際
親善の根本になるのは、このような些細な⾏動の積
み重ねだと思います。私は⽇本人を恨んではいませ
ん。戦争は政府と政府の争いであって、お互い⼀人
⼀人の間に憎しみはないと思っています。実は、私
は全盲です。生まれつきではありません。オースト
ラリア空軍の兵士として⽇本軍との戦いで⽬を負傷
したのが原因で光を失いました。1942 年 9 月 22
⽇、ラバウル上空での出来事です。29 歳の時でし

た。退院するまで 1 年半の時間が必要でした。私
は、随分苦しみました。当時、光を失った苦悩と絶
望、そして肉体的な苦しみの渦の中では、『新しい
信仰が私に訪れる』と誰かが⾔ってくれたとして
も、それを受け入れることはできなかったでしょ
う。それでも、その後の数年間を耐えるうちに恐ら
く視覚のある人よりももっと鋭く、さまざまなこと
を感じられることを発⾒しました。そして真の人間
の価値を分析するようになりました。愚かな戦争で
得た遺産は失明のみでしたが、敵意が背景にあって
は何も達成できない。よりよい世界にする唯⼀の⽅
法は過去を許し、忘れることだと悟ったのです。そ
して、ゆっくりと私の心と魂の苦悩は、人生への新
しい信仰、人生を生きる価値のあるものにするため
の新しい希望に変わっていきました」使命を帯びて
の来⽇とはいえ、ドンの心のわだかまるものが全く
なかったといえば、私はそうは思えません。しか
し、来⽇したドンは、殊に福島県・白河 RC の⼤木
代吉会員の令嬢・千恵子さんの心からの親切に感激
し、親善のために努⼒することを決意。帰国後も各
地で四十数回にわたって「⽇本人の友情」について
講演して回ったそうです。そこで現代の⻘少年交換
が始まりました。この様にして世界平和を少しずつ
実現できると私は信じています。 

≪回覧≫ 
・ガバナー月信 2 月号 ・⽔⼾東 RC より会報 
・地区より「赤十字社・骨髄バンクと共催の地区献 

血」の案内 
≪報告≫ 
・地区より「「赤十字社・骨髄バンクと共催の地区 

献血」の案内を回覧していますので参加される会 
員様は、事務局へ 2/17(⾦)までにご連絡下さい。 

≪その他≫ 
・本⽇例会終了後 13︓40〜４F 会議室にて 
 「第 6 回定例理事役員会」を開催します。 
・次回の例会は、2 月 13 ⽇(月)12︓30〜13︓30 

ダイワロイネットホテル和歌山４F グラン 
  外部卓話 

「航空自衛隊特別航空輸送隊の勤務を振り返って」 
   自衛隊和歌山地⽅協⼒本部 募集課⻑ 
   ２等空佐 高野彰彦様 
・次週の会場はグランになります。和歌山城の⾒え 

る会場です。 


