
国際ロータリー第2640地区

和歌山東ロータリークラブ

奉仕を通して、

IMAGINE
ROTARY

2022-2023年度
国際ロータリーのテーマ

2022-2023年度和歌山東ロータリーのテーマ

URL：http://www.werc.jp　E-mail：info@werc.jp

美しい社会を
❶真実かどうか ❷みんなに公平か

❸好意と友情を深めるか ❹みんなのためになるかどうか ❶真実かどうか ❸好意と友情を深めるか ❹みんなのためになるかどうか❷みんなに公平か

例会場／ダイワロイネットホテル和歌山　〒640-8156 和歌山市七番丁26-1   TEL（073）435-3333・FAX（073）423-0057
事務局／〒640-8043 和歌山市福町49 和歌山中橋ビル503号室   TEL（073）432-4343・FAX（073）432-4845
会報 ・ 広報 ・ ＩＴ委員会／加納　研次　　栗本　信行　　玉置　博康

国際ロータリー第2640地区　和歌山東ロータリークラブ　創立／1959年2月23日

例会日
木曜日  12時30分

2022年9月8日（木）

週報 / VOL.64 No.6
（通巻2972）

にこにこ箱にこにこ箱 ありがとうございましたありがとうございました

■クラブフォーラム「社会奉仕」

■卓話�
　国際ロータリー第2640地区地域社会奉仕委員会  副委員長  野井  和重さん
　国際ロータリー第2640地区地域社会奉仕委員会  委員　　  坂東  　剛さん

■ロータリーソング� 瀬藤　啓司　ソング委員長
「君が代」「奉仕の理想」

■卓話� 和歌山大学　副学長　足立　基弘さん

■卓話� （株）和歌山新報社　社長　津村　周さん

■お誕生日お祝い�
田原　久一さん　８月２日、佐藤　義記さん　８月８日
八幡　浩充さん　８月17日、亀田　直紀さん　８月24日
北浦　康臣さん　９月８日、赤井　雅哉さん　９月17日
堀井　孝一さん　９月23日、内畑　瑛造さん　９月29日

■ピアノ演奏� 中井　利枝さん
シューティング・スター（Alan Menken）
カラー・オブ・ザ・ウィンド（Alan Menken）

村田　昌之さん	 2640地区地域社会奉仕委員会副委員長野

井和重さん、委員坂東剛さん本日はありがと

うございます。

島　　公造さん	 ご無沙汰です。皆様お元気ですか?

	 老いを感じる今日この頃。

田原　久一さん	 野井さん、坂東さん本日よろしくお願いします。

山本　進三さん	 野井副委員長様、坂東様本日はよろしくお願

いします。

瀧川　嘉彦さん	 お久しぶりです。

樫畑　友洋さん	 家内に素敵なお花をありがとうございました。

樫畑　友洋さん	 野井さん、坂東さん本日はよろしくお願いい

たします。

樫畑　友洋さん	 例会再開うれしいです!

	 田中秀和君、新入会おめでとう!!

上中　崇司さん	 野井様、坂東様本日はありがとうございます。

	 田中さん入会おめでとうございます。

赤井　雅哉さん	 野井様、坂東様卓話ありがとうございます。

佐藤　義記さん	 田中秀和様ご入会ありがとうございます。

片岡　聖佳さん	 野井様、坂東様ようこそおこし下さいました。

古屋　光英さん	 初盆にお供えいただきありがとうございます。

西岡　　崇さん	 花をありがとうございます。

加納　研次さん	 皆様ごぶさたしております。本日もよろしくお

願いいたします。

藤村　孝義さん	 みなさまおひさしぶりです。

細川　竜二さん	 野井様、坂東様本日は忙しい所誠にありがと

うございます。

	 よろしくお願い致します。

山﨑　　肇さん	 田中秀和様、ご入会おめでとうございます。

片桐　　刻さん	 妻へのお花ありがとうございました。

釣谷　泰介さん	 久しぶりの例会楽しみにして参りました。

	 よろしくお願いします。

八幡　浩充さん	 今日は宜しくお願いします。久しぶりの会、

楽しみです。

吉村　　享さん	 田中秀和さん、入会おめでとうございます。

田中　秀和さん	 今日からよろしくお願いします。

乾　　敦雄さん	 野井様、坂東様本日はお忙しいところありが

とうございます。

奥村　申二さん	 野井様、坂東様本日のクラブフォーラムよろ

しくお願いします。

北浦　康臣さん	 久しぶりの例会宜しくお願いします。

（皆出席表彰）

佐藤　義記さん	 1年皆出席

栗本　信行さん	 1年皆出席　今後も継続出来るよう頑張ります。

本日の累計…69,000円（計25名28件）　〔お誕生日お祝い…20,000円　奥様花お礼…45,000円　皆出席表彰…10,000円　その他…200,000円　累計…275,000円〕

出席報告 会員数 50名（内出席規定適用免除会員8名）

瀬藤　啓司　出席委員長 9月1日（本日） 32名/45名 71.1% 皆さん、出席してください。

本日の例会� 9月8日（木）

次回の例会� 9月29日（木）

前回の例会� 9月1日（木）

　皆様こんにちは、第5回例会に出席いただきありがとうございます。
　8月27日以来、約1か月ぶりの例会です。皆様にお会いできてうれしく思います。
　皆様におかれましても、この1か月の間にさまざまな出来事があったかと存じますが、和歌山東ロー
タリークラブにおいても8月2日にクラブの為にご尽力されてきた名誉会員の駒井則彦様がご逝去
されました。心よりご冥福をお祈り申し上げます。

　さて今日は、9月1日防災の日です。防災の日が制定されたのは1923年9月1日に大被害をもたらした「関東大
震災」に由来しています。地震や台風にたいして、防災グッズなどを再度点検して災害に備えていただければと
思います。
　当クラブも、児童養護施設こばと学園様に、防災倉庫を寄贈し、また毎年、防災用備蓄品をお届けしています。
昨年の六十谷水道橋が崩落し、約6万戸が断水した時に、「園では頂いた防災用備蓄品のおかげで大変助かりまし
た。」と感謝いただきました。今後も皆さんのお役に立てるような活動を続けていきたいと思います。
　この後、クラブフォーラムにて国際ロータリー第2640地区地域社会奉仕委員会の副委員長		野井和重様と委
員		坂東剛様に貴重なお話を拝聴させていただきます。
　皆様、最後までよろしくお願いします。

会 長 報 告� 乾　敦雄  会長

幹 事 報 告� 奥村　申二  幹事

◦2640地区よりガバナー月信8月号が届いております。
◦和歌山ロータリークラブ9月6日（火）の例会は新型コロナウィルス感染拡大防止により取り
　消しとなります。また和歌山北ロータリークラブからも9月5日（月）、12日（月）、26日（月）
　の例会取り消しのお知らせが届いております。
◦わかやま新報に当クラブの暑中見舞い広告が掲載されております。
◦こばと学園だより	………………………………………………………………………………… 回覧
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和さん（52 才）
（株）大陽紹介　代表取締役
紹介者／山﨑　肇さんおめでとうございますおめでとうございます

皆出席表彰

佐藤　義記さん
１年皆出席

栗本　信行さん
１年皆出席

８月１日（月） 和歌山アゼリアR.C. 田原 久一
８月２日（火） 和歌山 R.C. 内畑 瑛造、田原 久一、八幡 浩充
８月３日（水） 和歌山西 R.C. 田原 久一
８月16日（火） 和歌山 R.C. 田原 久一
８月17日（水） 和歌山西 R.C. 加納 研次
８月24日（水） 和歌山東南 R.C. 田原 久一
８月25日（木） 和歌山城南 R.C. 田原 久一

メーキャップ� （敬称略）

新会員紹介新会員紹介



❷みんなに公平か

❶真実かどうか

❹みんなのためになるかどうか

❸好意と友情を深めるか

　3年ぶりにお招き頂きました。和歌山東ロータリークラブさんは昔と変わ

らぬ素敵な雰囲気。変わった事は「笹島さんが居ない」。残念です。

　社会奉仕委員として今の私があるのは笹島さんのお陰であります。本日は

フォーラムですので皆さんと一緒に進めて参りましょう。

　9月は「基本的教育と識字率向上月間」。何か活動予定が有るかと尋ねま

したが「ない」との事なので簡単に説明だけ。

　以下、MY	ROTARYから抜粋

　過去の月間では、地区委員会主導で「ユネスコ世界寺子屋運動」に協賛していましたが、10年位前に各ク

ラブ単位での活動にとお願い致しました。今も多くのクラブが協力しています。

　薬物乱用問題が世界的な広がりを見せ深刻な社会問題の一つとなっています。大麻事犯の検挙者数は8年連

続で増加し、その約7割を30歳未満が占め、若年層における大麻乱用が拡大しています。「【ダメ。ゼッタイ。】

国際ロータリー第2640地区地域社会奉仕委員会　副委員長　野井和重  さん
国際ロータリー第2640地区地域社会奉仕委員会　委員　　　坂東　剛  さん

クラブフォーラム��「社会奉仕」� 普及運動」についてお尋ねしましたがご存じないようでした。毎年5月か6月に資料が送付されて来ると思い

ますので参考にして下さい。

　「エイズデー」の活動について懐かしい写真を持ってきました。そのころを知る会員さんにお見せしたとこ

ろ「皆、若いな～」と懐かしんで下さいました。地区委員会主催だったのですが組織再編等の事情で継続困

難となり、それを見かねた笹島さんが「折角の活動を潰す様な事は勿体ないよ。地区が出来んと言うなら和

歌山東ロータリークラブでやるよ。」と言って下さったのです。貴クラブには大変ご苦労を掛けたことと思い

ます。改めて感謝申し上げます。

　地域社会奉仕委員会の運営基本方針。

　上野山栄作委員長はこの様に申しております。

　2年前ですが、地区内クラブに「重要と思われる地域課題」を問うアンケート調査を実施しました。(防犯・

防災)(教育)(環境対策)この3つに高い関心が寄せられています。活動実施したらどう変わる?の問いに、(安

心・安全)(向上)(保全)との言葉が多数出ました。当委員会としてはこれからも情報発信に努めて参ります。

　お与え下さった時間もそろそろです。最後に「ロータリー100年の森林」についてお尋しました。やはり皆

さんよくご存じの様子。貴クラブの松田さんや笹島さんも尽力され築かれた一大プロジェクト。当初より10

年間の期間限定プロジェクトでしたが、笹島さんのご尽力のお陰でつい最近まで存続して参りました。しかし、

構造物老朽化等安全上の諸問題が勃発し、残念ながらその幕を閉じる事となりました。お二人のご功績に改

めて敬意を表しご報告申し上げます。

　読み書きのできない15歳以上の人の数は、世界に約7億7500万人。これは、全世界の成人の17% にあ

たります。しかも、学校に通っていない子どもは世界に6700万人いると言われています。地域社会が自

力で学校を支え、教育における性差別を減らし、成人の識字率を高められるよう支援することが、私た

ちの目標です。

ロータリーによる活動の例 :

学校をつくる。アフガニスタンでは、貧困の連鎖を断ち切り、教育の不平等をなくすために、ロータリー

会員が女子学校をつくりました。

成人のための教育。 米国デトロイトでは、成人の半数以上が十分な識字力をもたないと言われています。

このような状況を受け、地元の非営利団体「ProLiteracy」と協力して、成人への個人指導を行う講師を

募集し、研修を実施しました。

新しい教授法の導入。南アフリカ、プエルトリコ、米国で採用されている SOUNS プログラムでは、子ど

もたちが文字を名前ではなく「音」で覚えるための教授法を教師たちに指導しています。

学校における水と衛生設備の改善。 レバノンでは、生徒たちが元気に授業を受けられるよう、すべての

公立学校にきれいな水を提供する設備を整えました。

教育システムの向上。ケニアでは、貧しい子どもたちがより質の高い教育を受けられるよう、「教育のた

めのグローバルパートナーシップ（GPE）」および政府と協力しています。

　読み書きを教えることは、一生使えるスキルを教えることです。その恩恵は、ひとり、またひとりと、

地域全体に波及します 。

　私たちロータリアンは「世界を変える行動人」として、未来を想像（イマジン）し、夢を描き、そ

れらを実現しなければならないのです。社会の変化に適応し、地域のニーズに適合した奉仕活動を行

いましょう。

　従前の継続事業も含め、新しい事業にチャレンジし、地域に何が必要なのかを考えて優先順位をつ

けた上で、地域課題に適した奉仕活動を行いましょう。インパクトのある社会奉仕事業は地元に対す

るインスピレーションとなるでしょう。そして、地域の諸団体との協力による事業にもトライし、共

にやりがいを感じて頂きたいと思います。

　各クラブともコロナ禍の中で奉仕事業が停滞していた事実でありますが、この様な中でも、アフター

コロナに向けての参加型の奉仕事業を考え遂行しましょう。

　会員のニーズに合った奉仕事業は会員にとって果たしがいのある責任（充実感）を生み出します。

それはロータリーの楽しさとなるのです。すなわち地域ニーズと会員ニーズを満たす新たな奉仕事業

が求められます。

　その為に当委員会は各クラブにおける社会奉仕のあり方をリサーチし RI 行動計画に適合した奉仕事

業の実施計画を考える機会を開きたいと考えます。また、ユニークなやりがいある奉仕事業を行うこ

とで、各クラブの公共イメージの向上を図りたいと考えます。


