
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

 

 

2022-2023 年度 
2023 年 3 月 27 日 第 1908 例会  VOL.45 No.23 通算 1912 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「四つのテスト」 
   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 
「I.M.打合せ」平山裕次郎会⻑ 

◇閉会点鐘   13︓30 
 
---- 次回の例会 2023 年 4 月 1 日（土）----                  
第 1909 回例会 
☆I.M.(インターシティーミーティング)   

登録受付︓12︓30〜 
会  議︓13︓00〜16︓30 

アバローム紀の国 3 階  
------ 前回の例会報告  3 月 20 日（月）------ 
第 1907 回例会   
○出席報告（会員総数３３名 免除３名） 

 ○出席会員︓１７名  出席率︓５５％ 
○３月６⽇(月)Make Up 後の出席率︓８４％ 
--------- ビジター報告    飯塚忠男君------- 

 
 
合計 0 名 

みなさん、こんにちは 
WBC で活躍している⽇本代表
「侍ジャパン」は、世界⼀を目指
して順調にリーグ戦を勝ち進んで
きました。後 2 回勝利すると世界

で 1 位の座を獲得致します。3 月 9 ⽇に中国を 8
対 1 で下し、翌 3 月 10 ⽇の韓国戦では 13 対 4 の
9 点差で圧勝を収め、続いて 16 ⽇の準々決勝では
イタリアに 9 対 3 で勝利を収めました。優勝に⼀
歩⼀歩前進をしている⽇本の英雄たち「侍ジャパ
ン」。明⽇は、アメリカ南部のフロリダ州マイアミ
にある「ローンデボ・バーク」でメキシコとの準
決勝戦を迎える事になっています。放映は明朝 7
時頃から毎⽇放送の 4ｃH で生配信予定です。⽇本
国⺠にとっては、ドキドキ、ハラハラ、ワクワ
ク、とした興奮の祝⽇、春分の⽇の⼀⽇になりそ
うです。⽇本代表「侍ジャパン」に、⽇本国⺠に
とって素晴らしい⼀⽇になる事を期待して応援を
したいと思います。さて、私の会⻑年度は 4 分の 3
まで終わりした。残すところは後 3 か月になりま
した。会⻑として予算管理は重要な職務です。今
までは⾦縮財政⾦縮財政とケチ臭い例会運営を⾏
って来ましたが、今、予算を確認すると、まだま
だ沢山の資⾦が余っていました。私はこの資⾦
を、今年度で退会をされる⽅々に少しでも喜んで
いただけ、思い出に残る破格のイベントを親睦委
員会と共に企画をして退会者を送り出したいと思
います。退会されることは残念ですが最後まで期
待を持ち、共に楽しんでもらいたいと思います。
今⽇も⼀⽇楽しい例会のご協⼒を宜しくお願い致
します。 
 

  

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
皆様こんにちは。クラブ会報・雑誌・広報委員会
です。これまで毎年 4 月はロータリーの「雑誌月
間」と思っていましたが、調べてみると、2015
年 7 月から「雑誌月間」は RI が定めた特別月間で
はなくなっていました。その代わりに⽇本独自の
特別月間として「ロータリーの友月間」が毎年 9
月に設定されています。これに準じて、今回の卓
話のタイトルは、「月刊誌「ロータリーの友」に
ついて」と題してお話しさせて頂きます。 
国際ロータリー（ＲI）が発⾏する機関誌として
は、「The Rotarian」がありますが、ロータリー
の友は 1953 年 1 月に創刊された歴史ある公式地
域雑誌です。ロータリーの友を知る為には、ロー
タリーの友の歴史をひもとくのが⼀番分かりやす
いと思い、いろいろ調べてみました。 
その中で⼀番分かりやすかったのが「ロータリー
の友」のホームページ(2003 年 7 月 1 ⽇開設)で
す。グーグルや、ヤフーの検索窓に「ロータリー
の友」と打ち込むと先頭にそのサイトが出てくる
と思います。このサイトは名前の通り、ロータリ
ーの友のことを紹介するサイトで、 
①ロータリーの友 電子版を読むことが出来る 
②ロータリーからのお知らせを掲載 
③「ROTARY 友と歩む 地域と歩む(広報誌)」「ロ 

ータリー手帳」「ロータリーソング楽譜集」「ロ 
ータリーソングＣＤ」等の出版物の紹介 

④ロータリー資料館 
⑤各地区のホームページ等関連するサイトのリン 

クといった内容を知ることができます。 
ロータリーの友電子版を読むために必要な ID、パ
スワードについては事務局で教えていただけま
す。最新号は毎月１⽇に更新されます。 
電子版には 1953 年 1 月号からデータがあります

ので、ロータリーの昔の活動を知るには十分なデ
ータが保存されています。 
また、④のロータリー資料館の中に、「友」のあ
ゆみというページがあり、そこを読めばロータリ
ーの友の歴史を知ることができます。その内容を
簡単にまとめると、 
・雑誌発⾏の経緯(1953 年 1 月に創刊) 
・雑誌の名前について 
・1972 年 1 月号から表紙が縦書きと横書き 2 つ 

になったこと 
・1980 年 7 月に国際ロータリー公式地域雑誌に 

なったこと 
・2003 年 7 月にホームページが開設されたこと 
・2014 年 1 月からロータリーの友電子版が発⾏ 

されたこと 
このような内容となっています。 
是⾮⼀度皆様もホームページを覗いてみて下さ
い。それと共にロータリー活動を知るにはロータ
リーの友を熟読するのが⼀番分かりやすいと言わ
れていますので、ロータリアンの責務としてロー
タリーの友の購読を推奨します。 
最後に、以前の卓話の中でも話題にしましたが、
このホームページの中に、ロータリー活動を再認
識させてくれたページがあったので少し紹介した
いと思います。 
それはロータリーの五大奉仕部門について書かれ
たページです。ロータリーの五大奉仕部門は、本
ロータリークラブの活動の哲学的および実際的な
規準であり、 
1.奉仕の第⼀部門であるクラブ奉仕は、本クラブ 

の機能を充実させるために、クラブ内で会員が 
取るべき⾏動に関わるものである。 

2.奉仕の第二部門である職業奉仕は、事業および 
専門職務の道徳的水準を高め、品位ある業務は 
すべて尊重されるべきであるという認識を深 
め、あらゆる職業に携わる中で奉仕の理念を実 
践していくという目的を持つものである。 
会員の役割には、ロータリーの理念に従って自 
分自⾝を律し、事業を⾏うこと、そして自⼰の 
職業上の手腕を社会の問題やニーズに役⽴てる 
ために、クラブが開発したプロジェクトに応え 
ることが含まれる。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・松本委員⻑、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 

・ニコニコ箱募⾦。         桝谷知樹君 
・ニコニコ箱募⾦。         寺本尚弘君 
・松本委員⻑、卓話宜しくお願い致します。 

太⽥恵示君 
・ニコニコ箱募⾦。         松本憲二君 
・今までお世話になり有難うございました。 

伊與⽥尚宏君 
 

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≫ 
・⽶山記念奨学会より会報「ハイ 

ライトよねやま Vol.276」 
・⼀般財団法人比国育英会バギオ 

基⾦より会報 
≪報告≫ 
・バギオ基⾦より会報を回覧しています。ご⼊⽤ 

の⽅はお持ち帰りください。 
・本⽇の会報に 3/13(月)開催「第 12 回臨時理事 

役員会」での承認事項として報告していますの 
でご拝読下さい。 

≪その他≫ 
・本⽇、例会終了後 13︓40〜４F 会議室にて

「第 13 回臨時理事役員会」を開催致します。 
・次回の例会は、3 月 27 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「I.M.打合せ」平山会⻑ 
※次週の例会場は、グランになります。本⽇と同じ会場です。 

和歌⼭市内９RC ⾏事について 
「トルコ地震義援⾦について」 

    各クラブ人頭割︓⼀人￥3,000 
    ニコニコ箱会計︓社会奉仕より出⾦ 
    現会員数 33 名×￥3,000 
    当クラブ︓￥99,000 

3.奉仕の第三部門である社会奉仕は、クラブの所 
在地域または⾏政区域内に居住する人々の生活 
の質を高めるために、時には他と協⼒しなが 
ら、会員が⾏うさまざまな取り組みから成るも 
のである。 

4.奉仕の第四部門である国際奉仕は、書物などを 
読むことや通信を通じて、さらには、他国の 
人々を助けることを目的としたクラブのあらゆ 
る活動やプロジェクトに協⼒することを通じ 
て、他国の人々とその文化や慣習、功績、願 
い、問題に対する認識を培うことによって、国 
際理解、親善、平和を推進するために、会員が 
⾏う活動から成るものである。 

5.奉仕の第五部門である⻘少年奉仕は、指導⼒養 
成活動、社会奉仕プロジェクトおよび国際奉仕 
プロジェクトへの参加、世界平和と異文化の理 
解を深め育む交換プログラムを通じて、⻘少年 
ならびに若者によって、好ましい変化がもたら 
されることを認識するものである（標準ロータ 
リークラブ定款第 6 条）。 

 
ロータリー活動の基本理念がここに詰まっている
ように思いますので、これからも時々⽴ち⽌まっ
てこの内容を⾒ていこうと思います。 

⿅児島へ転勤になりました。本⽇が皆様にお
会いできるのが最後となります。 
短い間でしたが、お世話になり有難うござい
ました。また、後任者が決まりましたら宜し
くお願い致します。 



 

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 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 21 日(火・祝)地区⽴法案検討会 開催中止 

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 

５月１３日(土)クラブ社会奉仕委員⻑会議(新旧) 
 和歌山県 JA ビル２F 和ホール 
 13︓00〜16︓30（登録開始︓12︓30） 
 出  席︓本年度及び次年度社会奉仕委員会 
      桝谷知樹委員⻑ 

◆和歌⼭市内ロータリークラブ例会情報◆ 
アゼリア RC ︓3 月 27 日(月) 3 月 25 ⽇(土)例会変更により休会 
                サイン受付︓3 月 27 ⽇(月)アバローム紀の国１F ロビー 12︓00〜12︓30 
和歌⼭ RC  ︓3 月 28 日(火)ダイワロイネットホテル和歌山 12︓30〜13︓30 
               卓話「和歌山の歴史的建造物」⼀級建築士事務所 K＆N アーキテック 
                             代表取締役 中⻄重裕様 
和歌⼭東南 RC︓3 月 29 日(⽔)アバローム紀の国 12︓30〜13︓30「東南育英会奨学生 1 年間の学生生活報告」 
                             和歌山県⽴向陽高等学校 校⻑ 前⽥成穂様 
                                         学生 2 名（3 年生） 
和歌⼭⻄ RC ︓3 月 29 日(⽔)休 会 ※サイン受付はございません 
和歌⼭東 RC ︓3 月 30 日(木)ダイワロイネットホテル和歌山 12︓00〜12︓30 会員卓話︓⼋幡浩充会員様 
和歌⼭城南 RC︓3 月 30 日(木)アバローム紀の国 18︓30〜19︓30「リラックス例会」 
和歌⼭南 RC ︓3 月 31 日(⾦)ダイワロイネットホテル和歌山 12︓30〜13︓30 新会員卓話︓吉⽥ 晃会員様 
和歌⼭中 RC ︓3 月 31 日(⾦)観桜家族会(未定)︓親睦委員会 
 

※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※ 


