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会長報告

会長

田原

久一

皆様、こんにちは。会長報告をさせて頂きます。
先週のお長寿お祝い夜間例会に沢山の出席有難うございました。今年度は、多数の退会者が出
た関係で、予算も本当に大変でございますので、たいそうなおもてなしも出来ず失礼をしました。
後半は、次次期会長の件と、新入会員の獲得が責務だと思っております。皆さんも今一度、御
協力お願いします。
今月の２４日の松本空港Ｒ.Ｃ.との合同移動家族例会がおこなわれますが、今後の友好クラブとの付き合いをいか
に絆を深くするには、どうしたらいいかを、就任当初から考えておりました。
私は、理事会でも考えを申し上げましたが、夏休みに一週間くらいのクラブ員の子弟を交換してホームステイ
させたら、間違いなく、友好クラブとして発展すると思います。

ニコニコ箱

ありがとうございました

今夜からＩＤＭが始まりますが、この問題を取り上げて戴き何かしらの、報告が戴けたらありがたいのですが、
よろしくお願いします。

寺下
八幡
岸裏

浩彰さん
建二さん
廣澄さん

皆様、栄羽さんの活動に御支援宜しくお願いします。
会長になりました。今後もよろしく。
先週欠席してすみません。長寿祝の方おめでとうございます。
おそらく今月欠席多くなりそうです。
角谷 芳伸さん 瀧川幹事の代打よろしくお願いします。
吉田 篤生さん うれしいことがありました。
田原 久一さん 「太陽とひまわりの会」栄羽理事長さん、嶋谷監事さん、本日よろしくお願いします。
田原 久一さん 家内にきれいな花ありがとうございました。
上中 崇司さん 今夜Ｉ.Ｄ.Ｍ. 第５班の班長をさせて頂きます。よろしくお願いします。
タイガース応援団一同
本日の累計 24,500円（計7名 9件）
〔お誕生日お祝い 352,000円

本日の例会

皆出席表彰 40,000円

●皆出席表彰
瀧川 嘉彦さん ５年皆出席
角谷 芳伸さん １年皆出席

通算５年
通算８年

●ピアノ演奏
きよらかな流れ
（西村由紀江）
誕生（西村由紀江）

●卓話「天然ガスを利用したエネルギーセキュリティの考え方」
大阪ガス
（株）
和歌山地区支配人 滝本 裕次さん

◦ロータリー財団、米山記念奨学会から確定申告用の領収書が届いておりますので、皆様にお配

純一 ソング委員長

会報・広報委員会 角谷 芳伸

後

りしています。

社会奉仕活動

藤戸台小学校に書籍贈る
２月６日（月） 和歌山市役所に於いて
和歌山市教育長

大江嘉幸様

藤戸台小学校長

三木勇次様

2月 2日
（本 日）

２５名

７１．
４％

に当クラブ田原会長より、書籍（１０万円相当）

1月19日
（メーキャップ後）

３２名

９１．
４％

を贈呈しました。同校は昨年４月１日に創立さ
れて書籍も少なく子ども達が不自由している。

メイキャップ状況（敬称略）１月１８日（水） 和歌山西Ｒ.Ｃ. 松田弘治、村田昌之
１月２０日
（金） 和歌山中Ｒ.Ｃ. 堀岡忠男、山野武彦 ／ １月２３日
（月） 和歌山アゼリアＲ.Ｃ. 瀧川嘉彦、野井 晋
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１月２８日
（土） 地区財団セミナー 島公造、村田昌之、山本進三 ／ １月３０日
（月） 和歌山北Ｒ.Ｃ. 寺下浩彰
創立／1959年2月23日

４月７日（土）於 リーガロイヤルホテル堺、４月８日（日）於

国際障害者交流センターで開催されますので、ご出席よろしくお願い致します。

●出席報告
黒田 純一 出席委員長
会員数 ４４名
（内出席規定適用免除会員１２名）
2月16日（木）

２月２３日（木）の例会が２月２４日（金）松本空港Ｒ.Ｃ.との合同例会に変更

◦２６４０地区大会開催のお知らせ

●卓話「障碍者にもらう力と心」
非営利活動法人 太陽とひまわりの会
理事長 栄羽 信子さん
監 事 嶋谷 泰典さん
黒田

芳伸さん

となります。

2月2日（木）

●ロータリーソング
「奉仕の理想」

角谷

◦例会変更のお知らせ

累計額 1,514,254円〕

2月9日（木） 前回の例会

●卓話「台風１２号に伴う和歌山駐屯地の災害派遣活動」
陸上自衛隊和歌山駐屯地司令 二等陸佐 福永 信彦さん

次回の例会

その他 1,122,254円

幹事報告

亮

松田 弘治

笹島 良雄

谷口 文利

又、当クラブ創立５０周年記念事業で市内各小
学校に書籍を贈ったことを鑑み今回の事業と
なった。

１・真実かどうか ２・みんなに公平か ３・好意と友情を深めるか ４・みんなのためになるかどうか

１・真実かどうか ２・みんなに公平か ３・好意と友情を深めるか ４・みんなのためになるかどうか

ロータリーとは「奉仕を目的」とした職業人の会員を以て形成された「奉仕団体」であって、単なる親睦目的の
団体や社交クラブではありません。
ＳＥＲＶＩＣＥ ＡＢＯＶＥ ＳＥＬＦ
（超我の奉仕）の標語で示されている通り
１．自己の職業を通じて社会に奉仕する。
（奉恩する。
）
２．更にクラブ組織によって、その地域社会等、或は国際的に奉仕する。
上記の奉仕（目的）をより充実したものとする為には会員相互の親睦・理解融和がなければなりません。従って
車輌に例えれば「奉仕と親睦」併文した両論であって相関連しあって廻らねば車は正しく進みません。依ってロー
タリーでは「奉仕」と「親睦」は両立すべきものとしております。
蛇足ながら、クラブ定款第５条にはロータリーの発展の順序に各奉仕部門が規定されていますからその列記順序
を間違わぬ様ご注意下さい。
〈スペースの都合で一部割愛させて頂きました。
〉

友情を深め家族との
絆を大切にする

＝ロータリーの源です＝

理一朗 会員

Ｉ.Ｄ.Ｍ. 報告書の中に「親睦団体のロータリークラブ」云々…と言う字句が目に付きましたので、誤解のない様に
僭越とは思いましたが説明しておきます。
これは出席者の発言を纏めて文章化したもので班長個人の言葉ではなく出席者の発言をその侭報告書にしたこと
は理解しますが、皆さんがその様に思っているのではと懸念して敢えて投稿しました。

＝奉仕事業に＝

参加 出席 参加

ROTARY INFORMATION（Ⅰ）
会員寄稿

＝例会に＝

卓

話 「障碍者にもらう力と心」

ポール・ハリス語録
◆



特定非営利活動太陽とひまわりの会



理事長
監

事

栄羽
嶋谷

◆
あなたはロータリーのために何ができますか？

信子さん
泰典さん

何をしようとしていますか？
ロータリアン誌 １９１４年８月号

和歌山市民会館で２月２５日、
「和歌山復興コンサート」を開催することなりました。昨年認可を受けた特定非
営利活動法人太陽とひまわりの会の初めての舞台となります。基調な時間をいただいて「障碍者にもらう力と心」

◆

ポール・パーシー・ハリス
（1868 〜 1947）

◆

のお話をさせていただきました。
９年前にヘルパーをしていたころの感動した介助の出来事を話しました。

臨時理事・役員会議事録

末期のリウマチの方の動けなくてもまだ食べたいものがある、まだテレビを見ても笑えるから「生きたい！」
と言われた時は号泣しました、生きることには大そうな理由なんていらないのだと教えられた気がしました。そ
のほかの多くの経験で、介助してあげているのではなく、仕事をさせてもらっていると思えたのです。同じ目線
玉置博康会員

出席規定適用免除会員申請の件

クラブ規定に準じ承認

じ、自分が関われば関わるほど純粋な気持ちになっていく、そして鏡を見る度に笑っている自分を見つけること
１・真実かどうか ２・みんなに公平か

が出来ました。その経験からＮＰＯ法人を設立したいと思い、約１年申請書との戦いでした。ご指導いただいた
司法書士の先生からアドバイスはするが、「苦労して自分で手掛けなさい、そうしたら必ず花が咲き実になりま
す」と教えられました。太陽とひまわりの意味は「舞台に立つ人は太陽」「お客様はひまわり」ひまわりは太陽

２６４０地区行事

の光を求めて、太陽を見つめます。
舞台芸術を使い、障碍者と健常者が太陽とひまわりになれるようにします。
今回のコンサートの太陽はダウン症の方々と車いすのダンスの方々です。ダウン症の方々の素晴らしさは、本

RI2640地区

第31回RYLA研修セミナー報告

当にプラス思考で、失敗しても落ち込まない、できないから練習をする。この基本には、感動を超えるものがあ
り、自分に振り替えることが出来ます。一緒にいて、
楽しいというものしか生まれてこないのです。車いすの方々
は、車いすダンスをするようになって生きる力を得たと話されます。私がこの方々のダンスを見て感じたのは、
見ている方向が違う！
せん！

生きるとは何か？

絆とは何か？

普通に暮らしていては見えないことなのかもしれま

考えることの大切さを障碍者の皆さまが教えて下さいます。

地区青少年・ライラ委員会

乾

敦雄 委員

２０１１〜２０１２年度のＲＩ２６４０地区第３１回ＲＹＬＡ研修セミナー（２月４日〜２月５日）が大阪府羽衣青
少年センターにて、１泊２日で行われました。
７１名の研修生は「歴史と伝統文化を学ぶ」というテーマのもと、日ごろなかなか見ることのできな
い伝統芸能や堺市にある歴史的文化遺産等を見学しました。

コンサートではそれが、はっきりと見えると思います。２部構成にしており、１幕には

広島の少林寺拳法の

研修生の皆さんにとっては、歴史を知ることで日本のアイデンティティーを再確認し自国への誇り

現役拳士で構成されてる「和太鼓まれびと」、車いすダンスのジェネシスオブエンターティメント、ダウン症の

を持つ一助となれたと考えます。また、グループ単位で行動することによって、研修生全員が協力、

方々のダンス（ラブジャンクス）のコラボを展開いたします。２幕は、プロの歌手の方々のコンサート。友情出

協調して活動できたことを報告いたします。

演として、金沢では知らない人はいないくらいいろんなジャンルの歌をこなす有沢美智子さん、大阪からはＣＨ
ＥＣＫＤＯＬＬさん、京都からわたぼうしさん、そして和歌山からはＴＯＮＰＥＩさんです。場所は和歌山市民
会館大ホール、入場料は３０００円、 その１割を義援金にし寄付いたします。そのほか

出演者のＣＤ等の売り上

市内１０Ｒ.Ｃ. 会長・幹事会

げの一部も寄付することを考えており、ロビーでは、新宮や那智勝浦からの物産展を予定しております。今回、
１１時からの公演は、障碍者とそのケアをされている家族等の同伴者（１０００名予定）を招待致します。そして
１５時からの公演を有料公演としております。どうぞ、宜しく御願いします。

２０１２年１月２５日（水）於

栄羽

栄羽さん卓話ありがとうございました。益々のご活躍をお祈り致します。

信子

華新

１．和歌山東南ロータリークラブよりＩ.Ｍ. ３組への御協力御礼。
２．懇親会

更なる結束と友情を高めました。

担当

和歌山西ロータリークラブ

３・好意と友情を深めるか ４・みんなのためになるかどうか

で立て、同じ目線で考えることが当たり前に出来ました。仕事ではなく、時間を共有しているという楽しさを感

２０１２年１月３１日

