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  ２０１８年 ７月１３日（金） No.２７２３ 

 第２７７９回 例会 

 ○ ソング「４つのテスト」 

 〇 クラブフォーラム 

    「委員会事業計画発表」 

 

 ７月２０日（金） 

 ○ ソング「夏の思い出」 

 〇 樫畑 直尚 ガバナー公式訪問 

 四四 つつののテテスストト  （言行はこれに照らしてから）  ⅠⅠ真真 実実かか どどううかか  ⅡⅡみみんんななにに公公 平平かか  ⅢⅢ好好 意意 とと友友情情 をを深深めめるるかか  ⅣⅣみみんんなな ののたためめ ににななるるかかどどううかか   

2018-2019年度 RI会長 バリー・ラシン 「 BE THE INSPIRATION 」 

事務所 〒640-8215 和歌山市橋丁23 

          Ｎ-4ビル 2Ｆ 

 TEL(073)423-8822  FAX(073)423-8821 

 http://www.wminamirc.jp/ 

例会場 〒640-8156 和歌山市七番丁26-1 

 ダイワロイネットホテル和歌山 TEL(073)435-0055 

例会日 毎週金曜日 12時30分～13時30分 

前週の報告  ２０１８年 7月 6日（金） 

出席報告    会員８１名（出席規定適用免除会員１０名） 

 ７月 ６日   出席６０名  ホームクラブ出席者７４．０７％ 

 ６月１５日   出席総数出席６０名（免除会員含み）確定出席率：７８．９５％ 

          （会員８０名 出席規定適用免除会員９名（内出席５名） 

三木菊夫 会長 就任挨拶 

柴田哲男 幹事 就任挨拶 

ガバナー     樫畑直尚 

 私が会長を勤めさせていただ

くこの年度は、和歌山南RC創

立５８周年に当たります。 

人間で言えば還暦に当たる６０

週年を２年後に控える今、より

成熟したクラブを目指すため

に、真の意味の『親睦』を図り、

充実した『奉仕』を実践していき

たいと思います。 

そのためにも、「ロータリーを考

える」、「ロータリーに対する理解をより深める」、そして、「自

分が理解した『ロータリー』を伝える」。 

「ロータリーを伝える」これが三木年度の当クラブのテーマ

です。 

クラブ内においては、会員同士で、自分が理解するロータ

リーを伝え合いましょう。先輩会員から後輩会員に、既存会

員から新入会員に。ロータリーを伝えましょう。 

そして、対外的にも、「ロータリー」の本質を伝えていきま

しょう。基本的にロータリーは職業人の集まりであること。親

睦と奉仕の団体であること。奉仕の心をもって日々の職務

を全うすることが、ロータリーの目的であること。そしてそれ

が我々ロータリアンとしてのプライドであること、機会を捉え

て地域社会に発信していきたいと考えています。 

 ロータリーに対する理解は人それぞれです。親睦が大事

と考える人、奉仕が一番と考える人、奉仕活動の中でも、

青少年奉仕に力を入れたい人、国際奉仕の事業を積極的

に展開すべきと考える人。いろんな『ロータリー』がありま

す。人それぞれの理想があります。前窪パストガバナーの

言葉をお借りすれば、１００人いれば１００通りのロータリー

です。 

 後日、発表させていただきます、私の作ったロータリーソ

ングの歌詞の中に、「一人一人がロータリー」「一人一人の

ロータリー」というフレーズを入れています。 

 ロータリーは「アイ・ サーブ」という意味合いと、「１００人

いれば１００通りのロータリー」という意味合いを表現してい

ます。曲の題名は、「皆で大きな輪になって」としています。

親睦会の最後に歌う「手に手つないで」。みんなで作る大き

な輪、あの光景をイメージしています。 

 「皆で大きな輪になって」この三木年度をそして会員一人

一人のこの年度を盛り上げていきたいと思います。そして、

５９周年の山田年度、６０周年の樫畑年度に繋げていきた

いと思います。「６０周年に繋げる」これも三木年度の『基本

方針』の一つです。 

 皆様の盛大なるご協力をお願いいたしまして就任の挨拶

といたします。 

 本年度、幹事を仰せつかりました柴

田でございます。まだまだ幹事という

大役を理解しておりませんが、皆様

方のお力をお借りして、これからの1

年間三木会長を支え一生懸命がん

ばってまいりますのでよろしくお願い

申し上げます。 



 

 

２０１８－２０１９年度テーマ：「 ロータリーを伝える 」 

委員会報告 

林 芳史 ＳＡＡ・ソング委員長 就任挨拶 

SAA・ソング委員長を拝命いたしまし

た林です。 

三木会長野方針である 「ロータリー

を伝える」を常に心がけ、その意味を

理解し、それを皆様にお伝えできる

よう努めていきたいと思います。 

至らないことも多々あると思いますが

皆様ご指導、ご協力のもと、しっかり

一年間頑張って参りますどうかよろしくお願いいたします 

和歌山南RC事務局の電話番号並びFAX番号が変わりま

したので、まだ変更の出来ていないメンバーの方々は下記

番号に変 更 をお願いし ます。電話 番号073-423-8822 

FAX 073-423-8821宜しくお願いします。 

現在学生支援をしてます永廣拓也くんですが、この度、和

歌山工業高等専門学校の専攻科に合格いたしました。永

廣拓也君より和歌山南ロータリー宛にお礼状が届きました

ので報告致します。 

例会変更のお知らせ ニコニコ掲示板に永廣拓也君の件

ともに掲示しております。 

①青少年交換委員会 

北畑博史委員長 

久しぶりの長期交換が本年度より再

開します。８月には星林高校２年生

の大瀬さんがアメリカへ出発しま

す。 

交換で８月２０日前後にアメリカよりSAKURAさんが来日さ

れますが、あてにしていたホストファミリー２軒がダメになっ

てしまいました。 

一か月でいいのでどなたか受けていただけないでしょう

か？ 

②社会奉仕プロジェクト委員会 

林 勇伺委員長 

新年度社会奉仕プロジェクト委員

会、委員長を拝命した林です。よろ

しくお願いします。 

今月の２２日朝８時から国交省近畿

地方整備局河川事務所からの要

請を受けて、恒例の紀ノ川河川敷

の清掃を行います。 

休日で何かとご多用のこととは存じますが、ご参加ください

ますようよろしくお願いします。 

幹事報告 

新 会 員 

氏名 雑賀 宅史（サイカ タクジ） 会員 
生年月日 昭和４５年３月３日生まれ 魚座 

職業 (有)雑賀製材所 木材全般製材販売 

家族構成 妻、娘 

趣味 ギター、ゴルフ 

一口メモ よろしくお願いします。 

氏名 宮本 保志（ミヤモト ヤスシ） 会員 
生年月日 昭和３８年２月５日生まれ 水瓶座 

職業 介護事業 

家族構成 妻、長女(１０歳)、長男(７歳) 

趣味 旅行 

一口メモ 宜しくお願いします。 

氏名 藤林 正樹（フジバヤシ マサキ）会員 
生年月日 昭和56年7月17日生まれ かに座 

職業 不動産業、不動産賃貸業 

家族構成 妻、長男 

趣味 バイク、車、思いつきの小旅行 



 

 

２０１８－２０１９年度テーマ：「 ロータリーを伝える 」 

ゴルフ同好会 

三木菊夫会長よりゴルフ同好会島村辰彦幹事に2018-19

年度の優勝記念品の目録が贈呈されました。 

連続出席表彰 

前田耕道会員４４年  

会長・幹事バッチ授与式 

前年度野村壮吾会長・今年度三木菊夫会長によるバッ

チの交換がおこなわれました。 

前年度毘舎利薫幹事・今年度柴田哲男幹事によるバッ

チの交換がおこなわれました。 

乾杯の挨拶 

野村直前会長より新年度

を祝って乾杯の挨拶があ

りました。 

野村壮吾直前会長より畠中耕作会員にゴルフ同好会

2017-18年度マンスリー優勝記念品が贈呈されました。 

米山記念奨学会 

米山記念奨学会より米山功労者感謝状が届きましたの

で三木会長より前窪貫志会員（代表）にお渡し致しま

す。 

【9回】田村会員 

【6回】前窪会員 

【5回】前田、南方、村上、庵田、大山、窪田（惇）、 

    田中（章） 会員 

【4回】有田、今西、楠部、嶋谷、島村、瀧本、豊田、畠中、 

    堀井、山中、吉村 会員 

【2回】生駒、上西、大林、小野、成瀬、野上、野島、野村、 

    藤田、山田、山本、前嶋、三木、宮本 会員 

【1回】樫畑、柴田、玉井、中村（和）、中村（真）、 

    橋本忠美、毘舎利、宮下 会員 以上42名 



 

 

２０１８－２０１９年度テーマ：「 ロータリーを伝える 」 

                 ニコニコ箱 

本人誕生日・・・石橋君・上西君・大野君・金谷君・北芝君・北畑君・島村君・白石君・田辺君・豊田君・橋本忠美君・前嶋君 

奥様誕生日・・・藤田君・南方君 

事業所創立・・・石橋君・大野君・玉井君・畠中君・堀井君・宮脇君・山中君 

入会記念日・・・石橋君・上西君・大野君・金谷君・柴田君・前嶋君・藤田君・玉井君・林（勇）君前田君・宮脇君・岩橋君・ 

          岩本君・海堀君・窪田（惇）君・柘植君・野上君・三木君・宮下君 

皆出席表彰・・・前田君 

三木君・・・いよいよ新年度が始まりました。皆様１年間よろしくお願いいたします。 

豊田君・・・三木年度のスタートを祝して。国際大会（トロント）に行ってきました。 

島村君・・・三木年度の健闘を祈って！！（野村年度 最終例会 欠席で申し訳ありませんでした） 

畠中君・・・楠部さんに写真を頂いて。 

前窪君・・・三木政権おめでとう。楠部さんに写真頂いて。 

柴田君・・・1年間宜しくお願いします。 

瀧本君・・・三木年度スタートを祝って。楠部さんに写真をいただいて。 

橋本忠美君・・・日本酒きき酒なぜわからないのか理由を知りたい。柴田君頑張りすぎない様に。 

庵田君・・・祝 三木丸 出航 

野上君・・・三木会長 頑張って下さい。 

岩本君・・・三木会長、柴田幹事、林SAAのご健闘を期待します。 

前田君・・・楠部さんに珍しい竹の子と本式の夏みかんを沢山頂いた。ごちそう様でした。 

林（芳）君・・・SAA一年間がんばります。楠部さんに写真を頂いて。 

岩井君・・・三木年度は出席委員会になりました。みな様よろしくお願い申し上げます。楠部さんに写真を頂いて。 

上西君・・・写真をいただきました。 

野村君・・・三木新会長ご苦労様です。一年間よろしくお願いします。 

毘舎利君・・・祝・三木年度スタート！期待してます。柴田幹事がんばって下さい。 

前嶋君・・・三木会長年度がすばらしい年とお祈りして。 

小野君・・・宮本さん、雑賀さんをおむかえして、三木年度の船出を祝って。 

堀井君・・・三木会長・柴田幹事一年間よろしくお願いします。今アイスランドのレイキャビク～北極圏へ向けて航行中です。 

山田君・・・楠部さんに写真を頂いて！本年もよろしくお願いします。 

三木君・・・楠部さんに写真をいただいて。 

庵田君・・・楠部さんに写真頂いて。 

井口（廣）君・・・くすべさん写真ありがとうございます。 

窪田（惇）君・・・楠部様いつも写真ありがとうございます。 

玉井君・・・楠部会員に写真をいただいて。 

大林君・・・楠部さんに写真をいただいて。 

北畑君・・・楠部さんに写真をいただいて。 

栗本君・・・楠部さんから写真をいただきました。 

北芝君・・・楠部さんに写真頂いて。 

田中（祥）君・・・楠部さんに写真をいただいて。 

金谷君・・・楠部さんに写真を頂いてありがとうございました。 

前畑君・・・楠部さん写真ありがとうございます。 

橋本忠通君・・・クスベさんに写真頂いて。 

戸井君・・・楠部さんに写真をいただいて。 

海堀君・・・楠部さんに写真いただいて。 

南方君・・・写真を頂いて。 

石橋君・・・楠部さんに写真を頂いて。    

                          計￥305,500- 

７月 

お誕生祝 


