
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

 

 

2022-2023 年度 
2023 年 3 月 6 日 第 1905 例会  VOL.45 No.20 通算 1909 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 
--------------------------------------- 

３月ロータリーレート︓１＄＝136 円 
☆彡 ⽔と衛生月間 ☆彡 

------------- プ ロ グ ラ ム ------------ 
◇開会点鐘 12︓30 
◇国歌＆R 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 

ダイワロイネットホテル和歌山４F 
      「第 1 回 I.D.M 発表」発表︓各班リーダー 
          担当︓R 情報・規定委員会 

◇閉会点鐘   13︓30 
 
---- 次回の例会 2023 年 3 月 13 日（月）----                  
第 1906 回例会 
☆クラブフォーラム  12︓30〜13︓30 

ダイワロイネットホテル和歌山４F プレジール 
   新会員卓話「私の履歴書」開發康隆会員 
        「寄付⾦について」岡⽥明久会員 

------ 前回の例会報告  2 月 27 日（月）------ 
第 1904 回例会   
○出席報告（会員総数３３名 免除３名） 

 ○出席会員︓１９名  出席率︓６１％ 
○２月１３⽇(月)Make Up 後の出席率︓７７％ 
--------- ビジター報告    飯塚忠男君------- 

 
合計 0 名 

2 月 25 ⽇（⼟）地区が招集したクラブ会⻑
会がありました。その内容のご報告をいた
します。報告の前に、私、和歌山北クラブ
の会⻑として、特段に偏⾒を持ち報告をす
ることなく、あくまでもクラブは中⽴姿勢
で有り、ありのままの事実を報告します。
会議の議題は、「2025-2026 年度ガバナー

の選出について」でありました。この議題に端を発したの
は、昨年、11 月 5 ⽇地区大会の当⽇にさかのぼります。 
その⽇に開催された⽴法案検討会の決議事項「2025-2026
年度ガバナーの選出⽅法」について⾏われた採決内容で
す。基本（数年間の例外は文面にて報告をしない）、当地
区では指名委員会制度によりガバナーノミニーを選出して
いましが、⽴法案検討会当⽇にガバナーから「クラブ投票
制」にすることで採決が求められました。全く相談をされ
ず寝耳に水をさされたパストガバナーから、意義が出され
たことが争点になりました。結果的には決議がされないま
まに終わりましたが、その時の議場は騒然となり、終了予
定時刻になっても⼀向に議会の終わる兆しが⾒えてきませ
んでした。しかし、この後には地区大会の晩餐会が控えて
おります。そこで、終わらない議会をいつまでも続ける事
ができませんので、議会途中に「動議」が⼊り強制終了と
なった経緯がありました。その後、次のガバナーノミニー
の選出⽅法が決まらないままに三ヶ月の月⽇が経ちまし
た。ガバナーは、⾃分のガバナー年度にガバナーノミニー
を決める責任があります。地区大会の時に⾏われた、⽴法
案検討会、審議事項の「2025-2026 年度ガバナーの選出
⽅法の採択」に「動議」が⼊ったままで、⼀向に進まない
ガバナーノミニーの選出⽅法を、ガバナーは⼀⽇も早く決
める必要があります。そこで、地区執⾏部は「動議」の⼊
った議案を⼀⽇でも早く可決にもっていこうとの思いで、
今会議ではクラブ投票制の利点を丁寧に説明されていまし
た。しかし、この議場でも怒号が⾶び騒然となる有様であ
りました。終了時刻になっても会議は堂々巡りに続き、結
末は、会⻑会の大半の意⾒通り、ガバナーノミニーの選出
⽅法については従来通りの指名委員会制度を⽤いて⾏うこ
とで決着がつきました。いずれにせよ、早急にガバナーノ
ミニーが選出されることを願うばかりであります。補足と
して、会⻑会から執⾏部に対しての質問内容に、今までの
指名委員会制度に⽋点があったのか。⼜、不正な指名の実
態があったか否かの質問がありました。その質問に対し
て、執⾏部側は、「そのようなことはなかった。」と回答を
しました。それでは、執⾏部が公平、公正、平等と唱える
「クラブ投票制」の真意とは何なんでしょうか。もちろ
ん、会⻑会からも色んな意⾒が出ました。①ロータリーク
ラブは選挙活動が出来ない。②候補者届け出時に⽴候補者
が 1 名であれば、どの様な人物でも無投票当選となる可能
性がある。③選挙運動が出来ないため、各クラブとしては
⽴候補者の素性が分からないので選択の材料に乏しい④過
去にガバナーになったことのある人物は良識があるとの判
断のもとで、良識のあるパストガバナー等を指名人とし
て、今まで通り指名委員会で選出してもらう⽅法が良い。
⑤全国の地区をみても「クラブ投票制」を採⽤している地
区は聞いたことがない。などの意⾒がありました。会員の
皆さま⽅はどの様にお考えでしょうか。重要なことは地区
もクラブも会員が主体であります、⺠主主義を原理原則と
しています。 

  

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


 

・メルボルン国際大会にご参加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 

・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。          太⽥恵示君 
・妻誕生⽇。             ⽥上義人君 

 
সহご協⼒頂き有難うございました সহ 

（第 1 回アルコール募⾦(2/16)￥14,246） 
 

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

  

≪回覧≫ 
・RI 国際大会(メルボルン)参加申込み 

≪報告≫ 
・2 件の回覧について 

①RI 国際大会(メルボルン)について、 
先⽇より引続き参加申込みを回覧して 
いますので、参加される会員様は、案 

内及び参加申込書を東山会員より頂いて下さい。 
 ②23-24 年度版「R 手帳」の申込については、本⽇締め

切らせて頂きます。 
・本⽇のクラブフォーラム「I.M.打合せ」⽤資料を配布 

していますのでご⽤意下さい。 
≪その他≫ 
・次回の例会は、3/6(月)12︓30〜20︓30  

ダイワロイネットホテル和歌山４F グラン 
 クラブフォーラム「第 1 回 I.D.M 発表」 
 発表︓各班リーダー 担当︓R 情報・規定委員会 
 各班リーダーは、当⽇発表後必ず発表原稿をご提出お

願い致します。 
 また、例会終了後 13︓40〜「第 7 回定例理事役員会」

を開催致します。 
会場は、グランになります。本⽇と同じ会場です。 

インターシティーミーティングの打ち合わせをさせていただ
きます。先ずは開催クラブになったことについての説明から
させていただきます。Ｉ.Ｍ.の担当ホストクラブは輪番制で
廻ってきます。市内に 9 つのクラブがありますので、9 年に
1 度は必然的に廻ってくることになり、今年度は当クラブが
開催ホストクラブとなったわけであります。前年度は和歌山
⻄ロータリークラブが開催クラブでありましたが、新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止の観点から、会場での開催は中止
をされ記録誌での報告となりました。その前の年度も同様に
中止となりました。本年度においては、幸いにも新型コロナ
ウイルス感染症が弱毒化したのと感染者数が激減したことを
鑑みて上で、9 クラブの集合開催が可能と判断をした訳であ
ります。よって、今回の集合開催は新型コロナウイルス感染
症の流⾏から、実に 3 年ぶりの開催となったわけでありま
す。本年度の登録者数は、ガバナー月信 1 月号より市内 9 ク
ラブで合計 362 名の予定となっています。登録費は 1 名
3,000 円です。総予算は 1,086,000 円での開催運営となり
ます。開催⽇は令和 5 年 4 月 1 ⽇（⼟）13 時から 16 時 30
分の開催となり、受付開始 12 時 30 分となっております。
開催場所についてはアバローム紀の国 3 階です。 
ミーティング内容については二部制になっており、第⼀部が
「官⺠協調型の社会奉仕事業を考える」をテーマとし基調講
演を和歌山市役所産業交流局観光国際部観光課内畑圭司副課
⻑にお願いをしています。そして、10 分の休憩を挟み第二
部は各クラブの発表でテーマは「社会奉仕活動及び観光に関
連した活動報告」を各クラブの会⻑の⽅から発表をして頂き
ます。次に運営について説明をします。 
クラブ会員の役割分担と役割内容を決めさせて頂きましたの
でご協⼒をお願い致します。 
まず初めに顧問︓⽥中弘、実⾏委員⻑︓明楽修⾝（当⽇の挨
拶）、副実⾏委員⻑︓桝谷知樹（出席の報告）、幹事︓山下茂
男（I.M.責任者）、ソング委員︓⽥邊昌也（当⽇のロータリ
ーソング係）、会計︓（主︓渡邊孝富）（副︓森本芳宣）（会計
報告書の作成報告）、広報 PR 担当︓（主︓和⽥耕司）（副︓
東山充）（平山裕次郎）（岡⽥義典）（市内 9 各クラブへの宣
伝係）、記録関係担当︓（主︓平山裕次郎）（副︓松本憲二）
（初⽥隆生）（有⽥佳秀）（写真係と記録冊子の編集）、登録
担当（主︓重根康志）（副︓太⽥恵示）（上⽥耕⾂）（⻘⽊保
誠）（和⽥耕司）（福⽥玉緒）（⽥村宜明）（岩崎 昭）（寺本
尚弘）（辻本事務局員）（来賓は森本ガバナー・⽥原パストガ
バナー・講師の 3 名 →リボンを渡す。出席者にメイクアッ
プカードと式次第パンフレットを渡す）会場担当（主︓東山
充）（副︓飯塚忠雄） （笠野 晃）（生駒喜⼀）（⽥上義人）
（開發康隆）（今⽥政⾏）（岡⽥明久）（林孝 治）（伊與⽥尚
宏）（設営及び会場誘導）の役割をお願い致します。その他
としまして、集合時間は、当⽇ 11 時 30 分に現地ホテル 3
階です。机の配置は参加人数が決れば調整をしてお知らせを
します。服装については全員ネクタイにジャケット着⽤でタ
スキをして頂きます。駐⾞券の発⾏はありません。受付担当
の準備品としては、来賓のリボン・メイクアップカードの作
成・式次第の配布等があります。設営の準備品としては、⽇
章旗・RI 旗・クラブ旗、演者の垂れ幕、ミーティングの正面
看板作成等の確保があります。当⽇に向けて順次詰めていき
ますのでご協⼒をお願いします。 

会場担当（主︓東山充）（副︓飯塚忠雄）（笠野 晃） 
（生駒喜⼀）（⽥上義人）（開發康隆）（今⽥政⾏） 
（岡⽥明久）（林孝 治）（伊與⽥尚宏） 
（役割） 会場設営と玄関からの誘導案内   
向かって左から⽇章旗・RI 旗・北ロータリー旗 
来賓・各会⻑・ゲスト席に名前を貼る 
特記事項 

① 参加人員は例年から推測すると約 120 名前後思われ
る。※すべての参加者に駐⾞券の発⾏はなし※ 

② 参加人数が決まれば、机の配置が決まる。 
③ 当クラブ会員は、全員ネクタイとタスキを着⽤す

る。 
④ 集合時間︓11 時 30 分 
⑤ パンフレット、登録料の進⾏状況説明 


