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  ２０１８年 ７月２７日（金） No.２７２５ 

 第２７８１回 例会 

 ○ ソング「ロータリーって何だろ」 

 〇 クラブフォーラム 

    「委員会事業計画発表」 

 

 ８月 ３日（金） 

 ○ ソング「君が代」・「奉仕の理想」 

 〇 クラブフォーラム 

        「予算の説明」 

 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２０日（金） 

出席報告    会員８１名（出席規定適用免除会員１０名） 

 ７月２０日   出席５１名  ホームクラブ出席者６２．９６％ 

 ７月 ６日   出席総数出席６１名（免除会員含み）確定出席率：８０．２６％ 

          （会員８１名 出席規定適用免除会員１０名（内出席５名） 

会長報告 

ガバナー     樫畑直尚 

 本日は、「ガバナー公式訪

問」ということで国際ロータリー

第２６４０地区ガバナー、樫畑直

尚（かしはた・なおひさ）様、そし

て代表幹事の山本様をお迎え

しての例会ですので、地区の事

業でもある青少年交換委員会

の「青少年交換プログラム」のお

話しをしたいと思います。 

皆様すでにご案内のとおり、今年度、当クラブとしては5年

ぶりで長期交換留学生の「送り出し」と「受け入れ」をいたし

ます。 

送り出しは、星林高校２年生の大瀬ゆゆさんです。アメリ

カのミネソタ州に留学します。8月24日にアメリカに出発予定

で、当クラブには、8月の第一例会、8月3日に「出発前のご

挨拶」にお越しいただく予定になっています。 

そして受け入れは、アメリカのミネソタ州セント・ポール市

にお住いの１７歳のお嬢さん、お名前は、「サクラ」さんと

おっしゃいます。桜の花の「さくら」なのかどうかは分かりませ

んが、日本に何かご縁がある方だなと感じました。来日の日

程はまだ決まってないようですが、８月下旬とお聞きしてい

ます。 

受け入れのホストファミリーは、当クラブからは二軒、星林

高校からは「送り出しの大瀬さんのご家族」を含む三軒のご

家族にお願いすることになっています。都合５軒のホストファ

ミリーで一年間留学生のお世話をいただくということになりま

す。当クラブのホストファミリーは中村和子会員と、坂東会

員のご家族にお引き受けをいただきました。なにかとご苦労

がおありと思いますが、快くお引き受けいただきましたこと、

心より感謝申し上げます。本当ありがとうございました。 

先日、7月12日、青少年交換委員会の方で、ホストファミ

リーの説明会を開催していただきました。星林高校の担当

の先生を始め、ホストファミリーの皆様にお集まりいただきま

した。その席に２０１１－１２年度、庵田会長年度に当クラブ

から長期交換学生として送りだした岩田奈保さんが駆け付

けてくださいました。ご自分の留学経験から今回送り出すの

大瀬さんにアドバイスをしていただきました。印象に残った

のは、「英語は一年向こうで生活すれば、当然にマスターで

きるから、英語以外の何かを自分で見つけて、そしてそれ

を吸収して、帰ってきてください。」、という、とても説得力の

あるアドバイスでした。岩田さんは、現在、高校の先生を目

指して現場で講師をしているとのことで、如何にもいい先生

になるなと予感させる話振り、立ち振る舞いでした。こういう

素晴らしい人材を社会に送り出す、その一助としてロータ

リーの「青少年交換プログラム」が役に立っているんだなと、

少しばかり感動した次第です。 

その感動を皆様にお伝えして、本日の会長報告といたし

ます。  

幹事報告 

①出席委員長の岩井会員よりIDMの出席要請がありIDM

の出席により例会の出席率を向上させる目的があります。

100%出席を目指しております。皆様の協力宜しくお願い申

し上げます。 



 

 

２０１８－２０１９年度テーマ：「 ロータリーを伝える 」 

長 寿 祝 

委員会報告 

①R情報委員会 

楠部和弘委員長 

第一回目のIDMを開催します。 

今回は血液型で班分けをしています。

7班のうち１つの班で新入会員のメン

バーへのオリエンテーションも予定しています。 

②社会奉仕プロジェクト委員会 

林勇伺委員長 

あさっての日曜日、朝8時から約2時間

に渡り紀ノ川河川敷で清掃活動を行い

ます。 

三木年度がスタートして、初めての事

業となりますので休日の暑い中ご苦労

様ですが多くの会員の参加をお願いします。 

当日は日差しが強いので帽子とタオルを忘れずにご持参く

ださい。 

大山典男会員が、今月古希を迎えられますので三木会長

よりお祝いの記念品をお渡し致します。 

②本日は、ガバナー公式訪問と

な っ て お り ま す。樫 畑 直 尚 ガ バ

ナーからお話しをお聞きしたいと

存じます。 

③7月２２日ａｍ8：00〜ａｍ10：０0 

紀ノ川河川敷の清掃活動を行いま

す。場所は和歌山市杉の馬場で

す。同日PM6：30より納涼家族会を

開催致します。場所はテニスセンター和歌山西浜校（和歌

山市西浜903〜1)です。バスによる送迎行いますので出来

るだけバスを利用してください。バスの運行状況はニコニコ

掲示版に貼りだしております。 

④8月３０日(木)市内９クラブ（会長、幹事、広報担当)と木

潮会（新聞、報道各社の担当者）との懇話会をPM6：30より

ダイワロイネットホテル４Fにて開催致します。 

⑤2018〜2019年度地区大会の御案内  10月27日〜28日

の2日間に渡り開催されます。 地区大会記念ゴルフ大会は

10月10日 大阪ゴルフにて開催されます。皆様方の多数の

ご出席宜しくお願い申し上げます。 

国際ロータリー第2640地区 ガバナー略歴 
 

  

  樫 畑 直 尚  

  かしはた なおひさ 
 （和歌山ロータリークラブ) 

 
１９５７年５月１０日生まれ 

学歴 甲南大学経済学部卒業  

和歌山大学大学院経済学研

究科修士課程終了（経済学

修士） 

職業分類/不動産管理 

株式会社 南北 取締役会長 

 

 

公職 

１９９１年 和歌山県私立幼稚園PTA連合会 会長（1994年

迄） 

１９９９年 和歌山商工会議所 常議員 

１９９９年 保護司（和歌山保護観察所） 

２０００年 きのくに信用金庫 総代 

２００５年 和歌山県教育委員会 委員長（2008年10月迄） 

２００６年 公益財団法人和歌山県国際交流協会 理事長 

２００９年 一般社団法人和歌山経済同友会 代表幹事

（2018年５月から特別幹事） 

２０１１年 民事調停委員（和歌山簡易裁判所） 

２０１１年 関西広域連合協議会 委員（地域団体/産業・経

済分野、2017年迄） 

２０１３年 和歌山県馬術連盟 会長（第70回国民体育大

会馬術競技会運営委員会委員長） 

 

ロータリー歴 

１９９８年      和歌山ロータリークラブ 入会 

２００３年-０４年  クラブ幹事 

２０１１年-１２年  クラブ会長 

２０１５年-１６年  地区大会実行委員会 委員長 

R財団寄付 ベネファクター、メジャードナーLevel1、ポー

ル・ハリス・ソサエティ 

米山寄付  メジャードナー 

本日は、地区代表幹事 山本進三様（和歌山東RC）にもお

越し頂きました。 



 

 

２０１８－２０１９年度テーマ：「 ロータリーを伝える 」 

今年度、国際ロータリーのテー

マは、ご存知の通り「インスピ

レーションになろう」であり、私は

地区のスローガンを「ロータリー

クラブを楽しもう」と致しました。 
 

私たちの地区では、地方経済

の衰退、人口減少や高齢化が

顕在化し、そして不幸な事に長

期の混乱が続きました。一方

で、この間も、国際ロータリーや

日本の各地区のロータリーは、かつての私たちがそうで

あったように進化を続け、社会変化への環境適応力をさら

に増しています。比較して思うに、この間、私たちは多くを

失いました。クラブ、会員数、公共イメージ、そして私たち

会員同士が世界とつながる「Connect」力。 
 

その脈絡で捉えると、今年度、私と私たち地区の仲間に与

えられた役割は、将来にわたって持続可能なクラブ作りと、

世界の仲間との連携で地歩を固めていく事だと思っていま

す。 

おりしも、１２０万人会員を擁する国際ロータリーの新しい

キャンペーンは「世界を変える行動人」。私たちの年度から

始まるキャンペーンでもあり、当地区でも、世界の仲間と

しっかりと足並みを合わせて「世界を変える行動人」の浸透

に努めて参る所存です。 
 

今年度、国際ロータリー会長のバリー・ラシン氏は、ロータ

リークラブの現状のロータリーについてこう述べています。

「ロータリーの会員数は、この２０年間ずっと成長しておら

ず、会員の高齢化が進んでいる。活動を通じて変化をもた

らすための知識や意欲を持たないクラブがあまりにも多い

し、ロータリーが世界でどんな活動をしているのかを知ら

ず、ロータリーと財団のプログラムを知らないクラブ、参加

方法がわからないクラブもある。ロータリーは会員制組織で

あるのだから、奉仕活動を通じて良い世界を築きたいと思

うのなら、その（組織を構成する）会員を大事にしなければ

ならない…」。バリー・ラシン会長の掲げるテーマ「インスピ

レーションになろう」は、拡大・増強にも当て嵌まる言葉で

す。ひらめきや気付きの機会は、きっとマンネリ化した雰囲

気に一石を投じることになるでしょう。 
  

我が国のロータリークラブ会員の減少ですが、1996年の

ピーク時には約１３万人であったのが、現在は約９万人と３

割以上の減少となっています。当地区においては深刻

で、1996年の約4千人に比べると会員数は半減し1千９百

人となっています。情熱を注がれ歴史を重ねてきたクラブ

でさえ、惜しいことに会員減少が理由でいくつも失ってきま

した。会員増強や退会防止に、即効性、特効性のある処

方はないかも知れません。しかし、次世代においても「持

続可能なクラブ」を作ることが大事だと思うなら、有効だと

思われるすべての手段を投入したとしてもその価値はあろ

うかと思います。 
 

しかし、処方に知恵を出し合うにしても、会員であることの

「楽しみ」がなければ、当人には会員であることの魅力はあ

りません。根本は、ロータリークラブを楽しめるか、楽しめな

いかにあるのではないでしょうか。ロータリークラブの楽し

み方は、それこそ無限。しかし、会員がその楽しみ方に出

会えるかどうかは組織のあり方次第です。 以上 

   樫畑直尚ガバナーアドレス 



 

 

２０１８－２０１９年度テーマ：「 ロータリーを伝える 」 

７月 

お誕生祝 

     ニコニコ箱 

本人誕生日・・・大山君 

三木君・・・樫畑ガバナー、山本代表幹事をお迎えできて。 

       本日、宜しくお願いいたします。 

豊田君・・・樫畑ガバナー、山本代表幹事をお迎えできて。 

大山君・・・古希御礼。樫畑ガバナーを迎えて。 

橋本忠美君・・・ゴルフ例会で色々いただいて。 

          林君 声がうわずってるヨ！！ 

柴田君・・・樫畑直俊ガバナーをお迎えして！ 

嶋谷君・・・樫畑ガバナー様 本日は「ガバナー公式訪問」 

       ありがとうございます。 

前嶋君・・・チョット良い事があって。  

戸井君・・・岩井先生ごちそうさまでした！前窪先生、林さん 

       お世話になりました。 

岩井君・・・ゴルフ例会で当月賞頂きました。 

       大林さんいつもありがとうございます。 

     計￥39,000-  累計￥398，500- 

紀の川河川敷清掃活動 

平成30年７月22日（日）に行われた国土交通省の河川愛護月間行事の一環で

ある紀の川河川敷の清掃活動に当クラブより29名が参加しました。 

ご参加頂きました皆様お疲れ様でした。 

  ゴルフ同好会 

 

 

 

 

 

ゴルフ同好会、7月度月例、通算661回が7月15日(日）有

田東急ゴルフクラブにて開催されました。 
 

優勝は、橋本忠通会員でした。 


