
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

 

 

2022-2023 年度 
2023 年 3 月 13 日 第 1906 例会  VOL.45 No.21 通算 1910 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 
◇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 
◇新会員卓話 12︓30〜13︓30 

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

◇閉会点鐘   13︓30 
 
---- 次回の例会 2023 年 3 月 20 日（月）----                  
第 1907 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 グラン 
  「雑誌・広報月間にちなんで」 
  クラブ会報・雑誌・広報委員会︓松本憲⼆委員⻑ 

------ 前回の例会報告  3 月 6 日（月）------ 
第 1905 回例会   
○出席報告（会員総数３３名 免除３名） 

 ○出席会員︓２６名  出席率︓８４％ 
○２月１６⽇(木)Make Up 後の出席率︓５２％ 
--------- ビジター報告    飯塚忠男君------- 

 
 
合計 0 名 

こんにちは 
先週は I.M（intercity Meeting）都
市連合型のミーティングの打ち合わ
せを⾏いました。和歌山市内 9 クラ
ブが合同で、ホストクラブを持ち廻
りとし毎年 1 回⾏っています。和歌
山市内には 9 つのクラブがあります

ので 9 年に 1 回ホストクラブとなり、今年度は私達、
和歌山北ロータリークラブがホストクラブとなりま
した。ミーティングの主な内容は、4 第奉仕部門をカ
バーしつつ、ロータリーの特徴やプログラムを検討
するとされています。目的は、会員相互の親睦と知
識を広めることであり、さらには、会員にロータリ
ー情報を伝え、奉仕の理想を勉強するために開催さ
れるもので、決議や決定はないものとされていま
す。本⽇のクラブフォーラムは R 情報規定委員会が
開催した I.D.M の発表となっています。I.D.M の意味
について勉強をしてきました。インフォーマル.ディ
スカッション.ミーティングの略語です。ロータリー
⽤語便覧によれば 1935 年に、新⼊会員にロータリー
情報を提供するために、はじめられたものだとされ
ています。その後、シカゴロータリークラブがこれ
を取り⼊れて、大きな成果を収めたことから、通称
『炉辺会議』と言われたものであります。I.D.M も
I.M 同様『会員相互の親睦と知識を広める』ことが目
的です。私が会⻑に拝命されてから、地区大会のサ
ポートに始まり、今回の I.M と大きな⾏事をこなすこ
とに懸命でした。『灯台下暗し』といいますが、前に
前に進んでいくと⾜元が⾒えないものであります。
今期のテーマ『原点回帰』。今に思えば自分自身の課
題であったのかもしれません。状況は無難に流され
ていくのが楽であります。当クラブから地区の会員
増強委員⻑として出向をしている山下会員からも会
員増強特別委員会の設置を頻繁に言われています。
それは、時の会⻑が委員⻑となり未来へと継続的に
繋げる会員増強の特別委員会のことです。できれ
ば、最後の I.D.M のテーマは、永遠のテーマである
『会員増強』⼀本に絞り、十分に討議していただき
たいと思います。当クラブから輩出をした森本ガバ
ナーの本年度テーマ、それは、「⾏動し、実践するこ
とにより、“ロータリーの輪”を広げよう」⽇本の少
子化問題同様に、この事を実践できずしてロータリ
ークラブの道筋は⾒えて来ません。会員⼀⼈⼀⼈の
ご協⼒をお願いして本⽇の挨拶とさせていただきま
す。 

  

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 班 1 月２５⽇(木) 三八波 
             リーダー︓桝⾕知樹 
2 班 2 月 6 ⽇(月) 三八波 
             リーダー︓中村博道 
3 班 1 月２３⽇(月) マイ・クシナ 
             リーダー︓東山 充 
4 班 ２月 ８⽇(水) 三八波 
             リーダー︓松本憲⼆ 
◆----------------------------------------------◆ 

『 テ ー マ 』 
①春の親睦旅⾏について 
  ・日帰りまたは泊りにするか 
  ・旅⾏先について 
②会員増強について 
③その他 
◆----------------------------------------------◆ 
≪第 1 班 発表︓リーダー 桝谷知樹君≫ 
①春の親睦旅⾏について 
 １、神⼾・三⽥のコースが良い。 
 ２、⻑距離は疲れるので避けて欲しい。 
 ３、競⾺場に⾏ってみたい。 
②会員増強について 
 １、RC に⼊会した理由などを調査して参考に 

する。 
 ２、何らかのグループに⼊って勧誘する。 
 ３、別の団体(ライオンズ等)に⼊会して、会員 

増強方法を調査する。 
③その他 
 １、RC の社会奉仕事業を具体的にアピールす 

る方法を考える必要がある。 
◆----------------------------------------------◆ 
≪第２班 発表︓リーダー 中村博道君≫ 
①春の親睦旅⾏について 
 ⽇帰りがいい。バス旅⾏で移動時間も⻑くない 

ので。 
旅⾏先︓京都 

②会員増強について 
 ・会員増強特別委員会を作る。 
 ・外部卓話を増やし魅⼒的な例会を作る。 
 ・オブザーバー参加を積極的に友⼈・知⼈など 

に声をかける。 
③その他 
 ・会を楽しくするには、会員との交流を深める 

ことが大切。 
 ・海外に⾏くと、ロータリアンのステイタスを 

感じる。 

≪第３班 発表︓リーダー 東⼭ 充君≫ 
①春の親睦旅⾏について 
 ・メルボルン国際大会があるので⽇帰りにす 

る。 
 ・会員さんに旅⾏会社の⼈が居るので、⾏先 

は⼀任する。 
 ・親睦を深めるためにも数多く参加してもら 

うような企画や⾏先を親睦委員⻑と開發会 
員に決めてもらう。 

 ・今回の親睦旅⾏を延期して、来期 1 泊 2 ⽇ 
で秋にしてはどうか︖という意⾒もありまし 
た。 

②会員増強について 
 ・会員⼀⼈⼀⼈が夜間例会へ誰かを連れてく 

る。ウェルカム夜間例会を実施する。 
 ・北 RC が⼀丸となり目標を決め、成し遂げ 

るように例会毎に話をする。 
 ・何故、会員増強が必要か合同会議をして会 

員皆様に発言してもらう。 
 ・イベント等多くして楽しいロータリー活動 

をすることが会員増強に繋がる。 
③その他 
 特になし 
◆---------------------------------------------◆ 
≪第 4 班 発表︓リーダー 松本憲⼆君≫ 
①春の親睦旅⾏について 
 ・⽇程は 5 月にこだわる必要ないのではない 

か。 
 ・提案があった３つの⽇帰り旅⾏の件、多数決 

を取った結果、キリン神⼾⼯場⾒学の⼊った 
案が⼀番となった。 

②会員増強について 
 ・会員増強・維持／⼥性活躍・推進委員会の 
  山下地区委員⻑から、地区の活動計画を推し 

進めてほしい旨、お願いがあった。(3 年継続 
で) 

 地区の活動計画とは 
  ①会⻑主催の夜間会員増強会議を毎月 1 回開 

催＝会⻑の会員増強への本気度が会員に伝 
わる。 

  ②⼊会の返事が保留となった場合＝保留の原 
因となるキーマンと面談する。 

  ③⼊会への説明会を開く。 
  ④会員に「三種の神器」を携帯してもらう。 
   ⼊会申込書、自クラブのプロフィール、 

ロータリーそのものを説明する印刷物。 
③その他 
 特になし 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・I.D.M.発表、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 

・I.D.M.発表、宜しくお願い致します。 和⽥耕司君 

・ニコニコ箱募⾦。          生駒喜⼀君 

・ニコニコ箱募⾦。          重根康志君 

・ニコニコ箱募⾦。          寺本尚弘君 

・ニコニコ箱募⾦。          飯塚忠男君 

・3 月もよろしくお願いします。    ⽥上義⼈君 

・ニコニコ箱募⾦。          太⽥恵示君 

・ニコニコ箱募⾦。          渡邊孝富君 

・ニコニコ箱募⾦。          松本憲⼆君 

 

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￥14,246 含） 
 

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

  

≪回覧≫ 
・⼀般社団法⼈比国育英会バギオ 

基⾦より会報 
       ・RI 会⻑杯ワールドゴルフ大会の 

お知らせ 
≪報告≫ 
・バギオ基⾦より会報を回覧して 

います。会報をご⼊⽤の方はお持ち帰りくだ 
さい。 

・次週のお誕生⽇お祝いは、3 月・4 月合同にて 
⾏わせて頂きます。4 月は、I.M.・和歌山城清 
掃・例会変更等でスケジュール的に無理があ 
り、ご了承の程よろしくお願い致します。 

≪その他≫ 
・本⽇、例会終了後 13︓40〜４F 会議室にて

「第 7 回定例理事役員会」を開催致します。 
・次回の例会は、3 月 13 ⽇(月)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 
 3 月・4 月合同お誕生⽇お祝い 
      3 月お誕生⽇︓福⽥会員・⽥上会員 
      4 月お誕生⽇︓岩崎会員・山下会員 
             重根会員・岡⽥会員 
 ⽶山奨学生︓林さん来訪「3 月度奨学⾦授与」 
 第 2 回 I.D.M.編成︓R 情報・規定委員会 
※次週の例会場は、プレジールになります。喫煙 

室向かいの会場です。 

①3 月地区⾏事より 
  3 月 21 ⽇(火・祝)地区⽴法案検討会 
  選挙⼈︓平山会⻑の代理に森本会員へ変更 
  承認 
 
②2 月度財産⽬録について 承認 
   
③第 12 回和歌⼭北 RC 杯ジュニアカップ開催 

について 承認 
 開催⽇︓4 月 4 ⽇(火)国木原ゴルフ俱楽部 
 受付開始︓8︓30 スタート︓9︓30 

参加者︓6 名(2/28 現在) 
 

④和歌⼭刑務所寄贈品について 承認 
  和歌山刑務所より⾒積書にて依頼あり 

辞典︓16 点・ 
SMARPP-24 物質使⽤障害治療プログ 
ラム改訂版︓4 点  
合計 20 点  
⾒積額￥99,512 
 

⑤第 2 回 I.D.M.テーマについて 
  １，会員増強について 
    ※R 情報・規定委員会︓⽥村委員⻑より 
    会員数が 30 名を下回るとクラブ運営 

難になるので、会員増強は必須です 
が会費の増額も念頭に議論して欲し 
い。 

  ２，これからの北ロータリーについて 
  ３，その他 
  ※テーマ１〜３に決定 
 
⑥会員退会について  承認 
  3 名の退会と 1 名の転勤   
   退会者︓寺本会員・今⽥会員・林会員 
   転勤者︓伊與⽥会員 
       ＊後任者の連絡を頂きます 
 
⑦地区組織への推薦依頼について 承認 
  森本芳宣会員を 23-24 年度 
   「意義ある奉仕賞選考委員会 委員」 
 
⑧その他 
  理事会の報告書を必ず⾏う事 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 



 

3 月 6 日（月）クラブフォーラム 12︓30〜13︓30 
「第 1 回 I.D.M.発表」 

ダイワロイネットホテル和歌山４F 
       ※例会終了後 13︓40〜 

「第 7 回定例理事役員会」開催 
3 月 13 日(月)新会員卓話 2 名 12︓30〜13︓30 
       ダイワロイネットホテル和歌山４F 
       ※3 月・4 月合同お誕生⽇お祝い 
       ※⽶山奨学生︓林さん来訪 
       ※第 2 回 I.D.M.編成 
3 月 20 日(月)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 
       「雑誌・広報月間にちなんで」 
       雑誌・広報委員会︓松本憲⼆委員⻑ 
3 月 27 日(月)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 
       「I.M.打合せ」 
４月 1 日(土)I.M.インターシティーミーティング 
       アバローム紀の国３F 
       登録受付︓12︓30〜 
       I.M.開始︓13︓00〜16︓30 
４月 ３日(月)例会変更(4/1(土))のため休会 
４月 ４日(火)第 12 回北 RC 杯ジュニアカップ 
       国木原ゴルフ俱楽部 
       受付開始︓8︓30  

スタート︓9︓30 
４月 ８日(土)和歌⼭城清掃例会 
       担当︓環境保全委員会 
       集合︓伏⻁像前 10︓00 
       清掃︓10︓00〜11︓30 
       昼⾷︓三八波さんよりお弁当・ 

お茶を配達して頂きます。 
       ※雨天の場合は清掃中止、ダイワ 

ロイネットホテル和歌山４F 
ロビーにて例会開催。 
例会後お弁当・お茶をお配り致 
します。 

４月１０日(月)例会変更(4/8(土))のため休会 
４月１７日(月)クラブ創⽴記念夜間例会 
       「創⽴ 44 周年記念夜間例会」 
        18︓30〜20︓30 
       ダイワロイネットホテル和歌山 

４F グラン 
４月２４日(月)卓話予定  12︓30〜13︓30 
       ダイワロイネットホテル和歌山４F 
        

≪市内≫ 
3 月 8 日（⽔）新県知事(岸本周平知事)表敬訪問 
 市内９RC ホスト︓和歌山中 RC 戎幹事様 
 集合時間︓16︓20(時間厳守) 
 集合場所︓県庁本館２F 県⺠ロビー 
 表敬訪問︓16︓30〜 
 出  席︓平山会⻑・岡⽥幹事 
 
3 月 25 日(土) アバローム紀の国 16︓30〜20︓00 
 和歌山アゼリア RC 創⽴ 25 周年記念式典・祝宴 
  出席︓平山会⻑・岡⽥幹事 
 
４月 ８日(土) 和歌⼭マリーナシティホテル 2F 
 和歌山城南 RC 創⽴ 35 周年記念式典 18︓30〜 
  出席︓平山会⻑・岡⽥幹事 
 
≪地区≫ 
3 月 5 日（日）R 財団補助⾦管理セミナー 

JA ビル２F 13︓00〜16︓00 
  出席︓平山会⻑・重根 R 財団委員⻑ 
     福⽥次期会⻑・松本次期 R 財団委員⻑ 
 
3 月６日（月）My ROTARY の活用(実務)研修会 

市内美園町 3-34 けやき ONE ４F(会議室) 
14︓30〜16︓30 
 出席︓⽥村次期幹事 
 

3 月 19 日(日)会⻑エレクトセミナー(PETS) 
 南海浪切ホール 11︓00〜17︓00 予定 
  出席︓福⽥次期会⻑ 
 
3 月 19 日(日)第 2640 地区⽶⼭記念奨学生修了式 
 和歌山県 JA ビル 13︓00〜16︓00 
  出席︓東山⽶山委員⻑・カウンセラー 
 
3 月 21 日(火・祝)地区⽴法案検討会 

JA ビル 11 階 ABC 13︓30〜16︓30 
  出席︓代理 森本会員 
 
４月１６日(日)23-24 年度地区研修・協議会 
 開催場所︓和歌山大学 開催時間︓未定 
 出  席︓次期会⻑・次期幹事 
      各委員会委員⻑ 

※出席依頼がある委員⻑ 
 地区より案内が届きます 


