
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

 

 

2022-2023 年度 
2023 年 3 月 20 日 第 1907 例会  VOL.45 No.22 通算 1911 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「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 
◇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」 

会報・雑誌・広報委員会︓松本憲⼆委員⻑ 
◇閉会点鐘   13︓30 
 
---- 次回の例会 2023 年 3 月 27 日（月）----                  
第 1908 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 
   「I.M.打合せ」 平山裕次郎会⻑ 

------ 前回の例会報告  3 月 13 日（月）------ 
第 1906 回例会   
○出席報告（会員総数３３名 免除３名） 

 ○出席会員︓２５名  出席率︓８１％ 
○２月２７⽇(月)Make Up 後の出席率︓６１％ 
--------- ビジター報告    飯塚忠男君------- 

 
 
合計 0 名 

3 月 11 ⽇の土曜⽇に、和歌山県出
⾝の新年度に採⽤される⾃衛隊員の
⼊隊⼊校の激励会に⾏ってまいりま
した。本年度、和歌山県下から新た
に⾃衛官になる方は約 50 名弱でし
た。激励会には多くの来賓が⾒えて
いました。岸本和歌山県知事はじめ

尾花和歌山市⻑、各衆議院議員代理、各参議院議員
代理、各市町村⻑、各学校⻑⼜は代理、そして、近
隣の各部隊からは各部隊⻑が激励会に参加をしてい
ました。⼜、間接的に国防を支える、和歌山県防衛
協会、和歌山県防衛協会⼥性部会、和歌山県⾃衛隊
家族会、和歌山県隊友会など様々な団体が激励会に
参加をしていました。激励会は、各来賓の挨拶紹
介、各部隊⻑の挨拶紹介に始まり、新⼊隊員 1 人 1 人
が壇上に上り紹介をし、会場内が盛大なる拍手で激
励をしてきました。次に⼊隊⼀年⽬の隊員からの歓
迎の挨拶がありました。『教育訓練は厳しいけれども
⽬標に向かって頑張ってください。私たちが待って
います』と激励と歓迎の挨拶をされていました。
⼜、最後の方では、浜⽥靖⼀（ﾊﾏﾀﾞ ﾔｽｶｽﾞ）防衛大
臣がロシアのウクライナ侵攻に始まり中国の脅威を
説明しながら、新⼊⾃衛隊員としての志に敬意を表
していました。ロシアによるウクライナ侵攻といっ
たご時世の中、私は思いました。『国家とは国⺠があ
っての国家ではある。しかし、国家なくして国⺠な
し』ロシアのウクライナ侵攻は他人ごとではありま
せん。これを機に、平和なこの国、⽇本の防衛を私
達も真剣に考えるときに来ているのではないかと感
じさせられました。和歌山県から本年度の⾃衛隊員
50 名弱、ウクライナの様に国⺠全員が参戦する事の
ないような平和な時代を⼀番望んでいるのは⾃衛隊
員です。⼜、⼀番戦争を望んでないのも⾃衛隊員で
ありその家族であります。こんな政情不安定な状況
下にも係わらず⾃衛官を志す若人にあらためて敬意
を表したいと思います。そんなこんなで、実は私も
元⾃衛官でありました。勤務地は北海道で、サラブ
レットのハイセイコーで有名な馬の産地、⽇高地方
は静内町の高射特科部隊に所属をし、有事に備え、
⽇々⾶⾏機を打ち落とす訓練にいそしんでいました
過去がありました。壇上で紹介される少年達に、昔
の⾃分を⾒たような錯覚にとらわれましたが、会場
に灯が灯るやいなや前後左右の参列者に⾃分を⾒た
のが現実でありました。現在 64 歳。46 年前の⾃分
でした。 
 

  

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
皆さんこんにちは。 
昨年 10 月に⼊会させて頂きました。どうぞよろ
しくお願い致します。事務局から新会員の「卓
話」を依頼され、かねがね「卓話」という初めて
⽿にする⽤語でしたので、グーグルで検索してみ
たところ【ロータリー会員が「卓話」と称して例
会の会食後にスピーチする事】とあったのでロー
タリークラブ内で⽤いられている⽤語なんだなぁ
と理解したところです。さて「私の履歴書」と題
したはじめての卓話ですが 特段取り上げて公表
するのは不本意ではありますが、勇気を振り絞っ
てこれまでの人生の歩みを簡単にお話いたしま
す。わたしのこれまでの人生のなかで唯⼀⾃慢で
きることがあります。（⾃分が思っているだけだ
と思いますが）幼少時から興じた野球での活躍で
す。12 歳でリトルリーグの⽇本代表として渡米。
世界⼀に輝きました。その年和歌山リトルの 4 番
打者として全国大会に臨みベスト４まで進みまし
たが敗退、優勝こそ逃しましたが、その後⽇本選
抜チームを編成して世界大会に⾏くということで
その⼀員に選ばれました。アメリカペンシルベニ
ア州のウイリアムスポートという町で世界大会が
開かれ⽇本代表が初めて世界⼀になりました。そ
の後、中学、高校、大学と野球を続けてきました
が高校の時に痛めた膝の故障が回復せず大学 2 年
で野球を断念することになりますが、⼩学校 4 年
生から始めた野球、甲子園での活躍、プロ野球選
手になる、大きな夢を持った学生時代でしたが、
結局なにも叶えられなかったですが、今振り返れ
ば悔いのないまあまあ納得する学生時代を過ごせ
たかな、と満足しています。さぁここからは職歴
の紹介になりますが、ちょっと遠慮したいなぁと
いうところです。と言いつつ駆け足で⾃己紹介さ
せていただきます。大学を２年で中途退学後東京
で出版会社に就職、25 歳で和歌山に帰り出版会社
を興し同時に興⾏を手掛けます。それは就職した
出版会社が芸能事務所とかかわりがあったこと
で、芸能界や興⾏界をのぞき⾒し興味を覚えたこ
とが始まりです。しかしにわか覚えで上手くいく
はずがありません。ホテルにディナーショーを売
ったりスーパーの催事や色々なイベントにタレン
トを送り込んだり、そこそこ仕事はありましたが
儲けるところまではなかなかいかなかったです。
そんな折、国会議員の秘書にとの誘いがあり⼆つ
返事で引き受けました。元来、飽きやすい性分で
何か別の仕事がしたいと思っていた時ですから
「渡りに船」的でした。当時衆議院選挙区は中選

挙区制、和歌山も 1 区、2 区に分かれており、2
区選出の当選 1 回の代議士の事務所でお世話にな
ることになりました。29 歳から 8 年間勤めさせて
頂きましたが、多くの方とお知り合いになれたと
いうことが大きな財産です。そういえば今話題に
なっている統⼀教会との関係。ありましたありま
した。選挙になれば 20 人〜３０人の信者さん︖
が大挙押し寄せて来て、寝袋持参で選挙事務所に
寝泊まりしていました。その光景は異様でした。
37歳で退所、その後は焼き鳥屋のおやじ、大学の
同窓生が千葉県で建設会社を経営しており、彼に
頼まれ東北震災のがれき処理に作業員を集めて送
ったり。最終的に作業員が 23 人まで所帯が膨れ
上がりそこそこの収⼊を得れましたけど、何故か
帰ってきたときにはスッカラピンでした（笑）そ
して今は旅⾏会社を経営していますがコロナ禍真
っ只中に創業、七転⼋倒しておりますが⻭を食い
しばっての毎⽇です。今は、ロータリアンの皆様
との新しい出会いが活⼒になり、今まで⾒たこと
のない景色を⾒ることが出来、新しい学舎での勉
強が始まった感じです。これからの本業の拡大、
そしてロータリアンとして世の平和と親善に寄与
する⼀員として末席に加えていただくことに感謝
し微⼒ながらその勤めを果たしていけたらと思っ
ております。 

 
 
 
 
 
 
 
 
ウクライナ・トルコに対する寄付が所得控除の対
象になるかどうかについてお話させて頂きます。
寄付⾦控除の計算は、国等に対する特定寄付⾦の
支出⾦額と総所得⾦額×４０％のいずれか低い方
の⾦額から２０００円を引いた⾦額が寄付⾦控除
として所得控除できます。 
ここで言う国等は、所得税法第７８条第２項第１
号に規定する国は、⽇本国のことで諸外国は含ま
れません。従って在⽇ウクライナ大使館、在⽇ト
ルコ大使館に寄付した場合は、控除の対象外にな
ります。和歌山県が窓口になっていても対象外で
す。ただし、特定寄付⾦に該当する範囲で決めら
れた団体へ寄付をする場合は、控除の対象となり
ます。特定寄付⾦に該当する団体として、⽇本ユ
ニセフ協会、国連 UNHCR 協会、セーブ・ザ・チ
ルドレン等があります。 
私は、控除の対象になるかどうかより親善と平和
の確⽴に寄与することを⽬的に世界的に連携した
団体であるとするロータリークラブの理念にそっ
て活動をしてまいります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・開發会員・岡⽥明久会員、卓話宜しくお願いし 
ます。        平山裕次郎君 中村博道君 

・新会員卓話、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。    飯塚忠男君 東山 充君 
             太⽥恵示君 松本憲⼆君 
・誕生⽇⾃祝（３月）  福⽥玉緒さん ⽥上義人君 
・誕生⽇⾃祝（４月）   岩崎 昭君 山下茂男君 
             岡⽥義典君 重根康志君 
・妻誕生⽇（３月）          寺本尚弘君 
・妻誕生⽇（４月）          ⻘⽊保誠君 

 
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≫ 
・ガバナー月信 3 月号 
・RLI 研修会開催の案内 

≪報告≫ 
・本⽇のお誕生⽇お祝いは、3月・4 

月合同にてお祝いをさせて頂きま 
した。4 月お誕生⽇の会員様に 
は、ひと月早いお祝いとなります 

がご了承のほどお願い致します。 
・ガバナー事務所より「ロータリー・リーダーシッ 

プ研修会 オンライン RLI 開催の案内」が再度届 
きましたので回覧しています。 
「RLI とは、『ロータリアンとしての成⻑とロータ 
リー観の確⽴を通して、ロータリーを活性化する 
事』を⽬的とした研修です。その為、より多くの 
方にご参加頂きたい」との事です。参加希望の会 
員様は事務局までご連絡下さい。 

・本⽇の会報に 3/6(月)開催「第 7 回定例理事役員 
会」の承認報告を掲載していますのでご拝読下さ 
い。 

・岩⾒会員より、4/1(土)に 877 ラジオ「牧山純子 
サウンドマリーナ」に出演します。スポンサーか 
ら出演依頼されたそうですが、和歌山城南 RC の 
SAA の方だったそうです。 

≪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 20 ⽇(月)12︓30〜13︓30 
 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「雑誌・広報月間にちなんで」 
  会報・雑誌・広報委員会︓松本憲⼆委員⻑ 
※次週の例会場は、グランになります。お城の⾒え 

る会場です。 

RI 第 2640 地区ガバナーエレクト事務所より 
「地区委員会組織への出向のお願いについて」 

  森本芳宣会員を 2023-2024 年度 
  「意義ある奉仕賞選考委員会 委員」へ 
  承認︓3 月 13 日回答書提出 

3 月お誕生日 
３月１０日 福⽥玉緒さん ３月２３日 ⽥上義人君 
 
4 月お誕生日 
４月 ３日 岩崎 昭君  ４月 ６日 ⼭下茂男君 
４月 ８日 重根康志君  ４月 ８日 岡⽥義典君 



 

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 24 日(⾦) 臨時市内９RC 会⻑幹事会 18︓00〜 

 ダイワロイネットホテル和歌山 3F「ルミエール」 
  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 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 ９日(日)第 2640 地区⽶⼭記念奨学会 

オリエンテーション・カウンセラーセミナー及び 
⽶⼭奨学生入学式 
和歌山県 JA ビル２F 和ホール ABC 
13︓00〜15︓30 
 出席︓東山カウンセラー 

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 

◆和歌⼭市内ロータリークラブ例会情報◆ 
アゼリア RC ︓3 月 20 日(月)アバローム紀の国 12︓30〜13︓30「創⽴ 25 周年記念式典予⾏練習」 
和歌⼭ RC  ︓3 月 21 日(火・祝)祝⽇休会 ※サイン受付はございません 
和歌⼭東南 RC︓3 月 22 日(⽔)アバローム紀の国 12︓30〜13︓30「I.D.M.発表③」R 情報・規定委員会 
和歌⼭⻄ RC ︓3 月 22 日(⽔)ダイワロイネットホテル和歌山サンクシェール  12:30〜13︓30「カフェ例会」 
               ※サイン受付︓ラヴィーナ和歌山 12︓00〜12︓30 
和歌⼭東 RC ︓3 月 23 日(木)祝⽇週休会  ※サイン受付はございません 
和歌⼭城南 RC︓3 月 23 日(木)休会③    ※サイン受付はございません 
和歌⼭南 RC ︓3 月 24 日(⾦)ダイワロイネットホテル和歌山 18︓30〜「台湾︓岡山 RC 歓迎夜間例会」 
               ※サイン受付︓ダイワロイネットホテル和歌山４F 12︓00〜12︓30 
和歌⼭中 RC ︓3 月 24 日(⾦)祝⽇週休会  ※サイン受付はございません 
 

※他クラブへメーキャップされる⽅は北 RC 事務局へ「日時とクラブ名」を予めご連絡下さい※ 


