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  ２０１８年 ８月２４日（金） No.２７２８ 

 第２７８４回 例会 

 ○ ソング「我等の生業」 

 〇 第１回  I.D.M. 発表 

 

 ８月３１日（金） 

 ○ ソング「少年時代」 

 〇 卓話「ビートルズに見る起業家マインド」とは 

     フリープロデューサー 

     ポピュラー音楽研究家 

           大谷 武文 様 

 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 ８月１０日（金） 

出席報告    会員８０名（出席規定適用免除会員１０名） 

 ８月１０日   出席４９名  ホームクラブ出席者６１．２５％ 

 ７月２７日   出席総数出席６５名（免除会員含み）確定出席率：８３．３３％ 

          （会員８１名 出席規定適用免除会員１０名（内出席７名） 

会長報告 

ガバナー     樫畑直尚 

 本日は「ロータリーの特別行

事」についてお話しをします。 

RI・国際ロータリーは、月ご

とにお手元に配布の資料の

ようなプログラムの強調事項

を指定しています。割と聞き

馴染んだ月間の名前や、こん

な月間があったんだ、という

新鮮に感じる月間の名前も見

受けられます。 

クラブは、各月ごとに該当する強調事項を推進するため

に、一つあるいはそれ以上の例会プログラムを行うべき、と

されています。とは言うものの、この月間のラインナップを眺

めると、どの様な例会プログラムに繋げていけばいいのか、

悩ましい月間が沢山あります。 

 各委員会の委員長様は、ご自分の担当であろうと見当の

つく月間を意識していただいて、プログラム委員会の麻生

委員長と調整のうえ、その月間に合わせた関連の卓話を

企画していただくとか、あるいは、奉仕事業の実施時期を

その月間に合わせていただいて、事業報告を例会の中で

していただくとか、いろいろと工夫をしていただきたいと思

います。まあ、これは努力目標程度の意識でよろしいかと

は思いますが、よろしくお願いいたします。 

 「８月」はその資料で見ますと、「会員増強・新クラブ結成

推進月間」となっています。そういうわけで、会員増強・職

業分類委員会の野上委員長は、早々に手を打っていただ

いております。今発表されております第１回のIDMにおい

て、ロータリー情報委員会の楠部委員長と連携していただ

き、「会員増強」に関するテーマをご提案いただいていま

す。 

三木年度の会員増強の目標は純増３名とさせていただ

いています。７月１日現在７９名でスタートを切らせていただ

いて、既に３名の方、宮本会員、雑賀会員、藤林会員にご

入会いただきました。今また山田和毅元会員の奥様、昭子

様のご入会の手続きが進められていまして、８月後半には

ご入会の予定です。ただ、残念な報告ですが、サイモン・

ワーン会員から７月末日付をもって退会届が出ていますの

で、現状プラスマイナスで３名増ということです。 

会員の数がやはりクラブのパワーになります。その重要

性を再認識していただき、IDMでの積極的なご議論を期待

しております。そして、IDMの報告を報告で終わらせないよ

うに、野上委員長には一層のご活躍をお願いいたします。 

 数は力であり、親睦と奉仕の実践の源である、ということ

を、改めて皆様にお伝えして、本日の会長報告といたしま

す。 



 

 

２０１８－２０１９年度テーマ：「 ロータリーを伝える 」 

委員会報告 

①7月29日わかやま新報に当クラブ

三木会長の「ロータリーを伝える」の

記事が掲載されました。ニコニコ掲

示板に掲示しております。 

②例会休会のお知らせ 

来る8月17日（金）当クラブの例会は

クラブ定款第8条第1節に基づき理

事会の決定を経て休会とします。       

③事務局夏季休暇のお知らせ                                 

8月13日（月）～8月17日（金）とします。 

緊急連絡の場合は幹事までご連絡ください。 

④2018～2019年度第1回理事会議事録をニコニコ掲示板

に掲示しております。 

⑤第17回「ロータリー全国囲碁大会」のご案内 

2018年10月6日（土）9.30登録・受付10.00開会式 16.00表

彰式 会場 日本棋院本院1階 対向室 参加料 7.000円 

①青少年交換委員会  

  北畑博史委員長 

先週は派遣学生の大瀬さんに、

夢、希望を熱く語って頂きました

が、19日にその交換学生としてＳ

ＡＫＵＲＡさんが来日されます。８

月１９日(日)午後３時関西空港着と

なっておりますので、お時間許す

メンバーさんのお迎えをお願いい

たします。 

②雑誌広報委員会  

  柘植義信 委員 

ロータリーの友８月号がお手元に届

きました。今月号は会員増強、新ク

ラブ結成推進月間にちなみ会員増

強の可能性について紹介されてい

ます。また、「変化をチャンスに」とい

うテーマでアサヒグループホール

ディングスの泉谷直木会長が寄稿されています。是非ご一

読ください。投稿も募集しております。 

③青少年育成委員会  

  野島好史委員長 

和歌山南ロータリークラブ旗争奪少

年野球大会日程のお知らせ 

9月２日 雑賀球場  ９時～ 開会式  

終日試合 

９月２２日市民球場   午前中 Ｂ級

の決勝戦 

9月２３日紀三井寺球場   17時30分

～ C級とA級の決勝戦 

      と閉会式 

９月３０日予備日となっています。 

予定の段階ですので日程以外の内容は変わる可能性が

あります。 

又、南ロータリー野球部との試合は９月２２日を考えていま

幹事報告 

義 援 金 

 

す。内容が確定次第再度連絡致します。皆様のご参加を

お願いいたします。 

平成30年7月西日本豪雨 義援金10万円を三木会長より

毎日新聞社：麻生支局長にお渡しします。 

親睦委員会 

親睦委員会：藤林委員より本日のゲスト並びにビジターの

ご紹介 

出席委員会 

出席委員会：岩井委員長より出席報告 



 

 

卓 話 

「近年の気象災害 

 について 」 
和歌山地方気象台 

次長 

春海 孝 様 
近年の気象災害と題して、大雨、台風についてお話をさ

せていただきます。 

日本では、戦後しばらくの間、台風や地震といった大きな

災害で多くの方がお亡くなりになっています。 

5千人以上が犠牲となった伊勢湾台風を契機として、昭和

36年に災害対策基本法が制定され、その後は、大規模な

水害を防ぐための河川改修や治水対策といったハード面

が中心に行われました。また、防災情報を伝える手段が発

展したことにより、かなりのレベルで雨での犠牲者も少なく

なっていますが、平成5年からの風水害の死者・行方不明

者をみると、数年に1度は100名以上の方が犠牲になって

います。 

全国のアメダスでは、1時間降水量50ミリ、80ミリ以上の年

間回数も増加しています。これらの変化には、地球温暖化

の影響の可能性はありますが、アメダスの観測期間は約40

年と比較的短いことから、地球温暖化との関連性をより確

実に評価するためには、今後のさらなるデータの蓄積が必

要です。 

「平成30年7月豪雨」では、梅雨前線が数日にわたって同

じような場所に停滞して、西日本を中心に広い範囲で大雨

が長く続き、平成25年8月30日から開始された「特別警報」

は、1府10県で発表されました。 

気象台では、段階的に防災気象情報を発表しており、大

雨警報が発表されるときには、その地域や周辺で、避難の

必要な重大な災害が発生する状況であるということです。 

「大雨特別警報」が発表されたときは、すでに避難の必要

な重大な災害が発生している可能性が著しく高い状況で

あり、その状況が継続するときです。外は豪雨となっている

かもしれませんし、外へ出るとかえって危険な場合もありま

す。その前に自治体の避難情報や防災気象情報を活用い

ただき、身を守る行動をとっていただくことが重要です。 

 通常台風は、南の海上で発生し、北上したあと転向して

東へ進みますが、平成30年台風第12号では、北上した

後、西へ進みました。8月頃の台風は、複雑で迷走すること

があります。台風第12号では上空の寒冷渦の影響が大きく

西へと進みました。 

気象台では、最近の雨が集中化・激甚化・局地化してい

ることを受けて、平成29年7月から土砂災害、浸水害、洪水

の危険度を5段階に分けて公表しています。 

スマートフォンやパソコン、タブレットなどで気象庁ホーム

ページを開き、「危険度分布」をクリックすると見ることがで

きます。位置情報から取得した緯度経度を領域の中心とし

て現在位置も表示できます。 

段階的に発表される防災気象情報や危険度分布、そし

て市町村から発令される避難情報を活用し早めの避難を

お願いします。 

       

     ニコニコ箱 

 

奥様誕生日・・・丸山君 

三木君・・・和歌山放送「人間万歳」出演無事にすみまし 

      た。井口委員長ありがとうございました。 

橋本忠美君・・・去年の今ごろは膝が痛く大変でしたが、渋 

          る次男にむりやり手術をさせ先月は世界ラ 

          ンクNO.１のサンプレスポイント歩いてラウ 

          ンド出来ました。バンザイ！！  

前嶋君・・・動物達も夏ばてでもがんばっています。 

林（勇）君・・・8/7第2班IDMにおいて、大林さんにごちそう 

        になりました。ありがとうございました。 

戸井君・・・北芝先輩お世話になりました。 

岩井君・・・橋本先生にベブルビーチのお土産を頂いて。 

      （火）北芝さん（水）ビシャリさん（木）林さん、 

       橋本先生ごちそうさまでした。 

IDM残金・・・1班（笑いあり 感動あり 涙あり 素晴らしい 

        会でした。） 

IDM残金・・・3班（12名中11名の出席でした。） 

IDM残金・・・5班 

IDM残金・・・6班 

    計￥31,820-  累計￥557，320- 

8月 お誕生祝 

２０１８－２０１９年度テーマ：「 ロータリーを伝える 」 

麻生プログラム委員長 

より本日の卓話ゲスト 

春海 孝 様のご紹介が

ありました。 

今月奥様お誕生祝の 

 丸山道博会員 



 

 

２０１８－２０１９年度テーマ：「 ロータリーを伝える 」 

  ゴルフ同好会 

 

 

 

 

 

 

ゴルフ同好会、8月度月例、通算662回が8月12日(日）

有田東急ゴルフクラブにて開催されました。 
 

優勝は、雑賀宅史会員でした。 

  カラオケ同好会 

 2018・８・７ 

 第11３回例会 

☆次回 開催日 

  ９月４日（火） 


