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  ２０１８年 ８月３１日（金） No.２７２９ 

 第２７８５回 例会 

 ○ 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 

 

 ９月 ７日（金） 

 ○ ソング「君が代」・「奉仕の理想」 

 〇 卓話「子どもシェルターについて」 

    ＮＰＯ法人子どもセンターるーも 理事 

    和歌山平和総合法律事務所 弁護士 

           土井 智也 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２４日（金） 

出席報告    会員８１名（出席規定適用免除会員１０名） 

 ８月２４日   出席５５名  ホームクラブ出席者６７．９０％ 

 ８月  ３日   出席総数出席６５名（免除会員含み）確定出席率：８６．６７％ 

          （会員８０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 

 お盆のお休みがあったので、

2週間ぶりの例会です。本日も

よろしくお願いいたします。 
 

 先日、第１００回の夏の甲子園

大会が、大阪桐蔭の２回目の春

夏連覇で幕と閉じました。その

お祭り気分が納まらないうちに

台風２０号が四国、近畿に上陸

したわけですが、皆さまの回り

に台風の被害は無かったでしょ

うか。 
 

 前回の例会で和歌山地方気象台 春海さん に「近年の

気象災害」というテーマで卓話をしていただき、災害気象

情報の入手方法等その活用方法を教えていただきました。

今思えば、とてもタイムリーな卓話であったと思います。 
 

 さて、本日、長期交換留学生のサクラさんがお越しいた

だいています。今週の日曜日に来日されました。１０名程の

会員が関空でお出迎えさせていただきました。ご参加いた

だいた皆様にこの場をおかりして御礼申し上げます。あり

がとうございました。サクラさんについては、後ほどカウンセ

ラーの樫畑会員からご紹介をしていただくことになります。

サクラさんにも簡単なスピーチをお願いしたいと思います。

また、星林高校の歳行先生もお越しいただておりますので

後ほどご挨拶をいただければと存じます。よろしくお願いし

ます。 
 

 一方このサクラさんと入れ替わりに、星林高校の大瀬ゆ

ゆさんが、本日、アメリカに向けて伊丹空港から出発の予

定です。当クラブからは、青少年交換委員会北畑委員長と

坂東副委員長がお見送りに行っていただいています。彼

女も前々回の例会にお越しいただき、留学の夢や希望を

語っていただきました。アメリカでの留学生活を十二分に

楽しんで、その夢が叶うようにお祈りいたします。 
 

 本日は第１回会ＩＤＭの発表です。テーマは「会員増強」

と「新規事業」ということでした。どんなアイデアが飛び出す

か、非常に楽しみしています。この新規事業のアイデアに

ついては、この後予定されている３回のＩＤＭでも引き続き

テーマにいれていただき、一つでも多くの事業アイデアを

蓄積したいと考えていますので、皆さまよろしくお願いいた

します。 
 

 会員増強といえば、本日新年度になって４人目の新入会

員を皆様にご紹介することができます。当クラブの会員で

昨年６月にお亡くなりになられた山田和毅会員の奥様昭

子様がご入会いただけることになりました。後ほど推薦者の

方から改めてご紹介があります。よろしくお願いいたしま

す。 
 

 本日の会長報告は細切れの報告になりました。例会が２

週間空きますと、お伝えしたいことが沢山になってきます。

あれも、これもとお伝えすべき情報が他にもありましたが、

また折を見てお話しさせていただきます。 

ゲスト 

青少年交換学生・・・ランジァ サクラ ヴュさん 



 

 

２０１８－２０１９年度テーマ：「 ロータリーを伝える 」 

委員会報告 

幹事報告 

2018－19年度 青少年交換長期受入学生 

①第40回和歌山南ＲＣ旗争奪西支

部野球大会が開催されます。 

開会式平成30年9月2日集合時間 

am8.30 場所雑賀球場 

閉会式平成30年9月23日集合時間

pm5.00 場所紀三井寺球場  出席

表を廻しますので参加よろしくお願

いします。 

西日本豪雨災害寄付について       

②毎日新聞社よりご寄託のお礼が届いております。 

NPO法人 和歌山子どもの虐待防止協会より平成30年度

賛助会員会費納入のお礼が届いております。 いずれもニ

コニコ掲示板に掲示しております。 

③8月25日（土）PM5.00～8.00 虎伏学園にて とらふす祭

りに三木会長、青少年育成委員会野島委員長、柴田の3名

にて出席して参ります。  

○雑誌・広報委員会 

  井口善隆委員長 

  ８月２８日にラジオ放送「人間万

歳」が放送されます。８月の内容

は、ロータリー杯少年野球にまつわ

る話であり、和歌山市軟式野球連

盟学童部西支部長の谷村様と、当クラブで青少年育成

委員長の野島会員に出演いただきます。今年は４０周年

記念大会であり、紀三井寺球場で決勝戦が開催されま

す。 

また、前年度水城委員長が投稿された国際交流フェ

スティバルの記事がロータリーの友９月号に掲載されま

すので、ご報告いたします。 

○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（日）０９：００～ 雑賀球場 

   開会式と試合  

   ※会員は０８：３０集合 

  ９月２３日（日）１７：３０～  

   紀三井寺球場 

   決勝戦、閉会式、リータリークラブとの親善試合 

    ※会員は１７：００集合 

  今回は４０周年の記念大会ですので、会員の皆様のご

参加をよろしくお願いいたします。 

○青少年交換委員会 

  樫畑国俊カウンセラー 

  ８月１９日にミネアポリスから到着

しました留学生のカウンセラーとし

て、報告とご紹介をさせていただ

きます。 

  本日は星林高校から大瀬ゆゆさ

んが、伊丹～成田経由でミネアポリスに旅立っており、

北畑委員長と坂東委員は見送りに行っているため、例

会は遅刻となります。 

  また、１９日に留学生が来日してからは豊田委員のお宅

で４日間受け入れをしていただき、制服や役所での諸手

続きをしていただきました。昨日からは中村会員宅でお

世話になっています。 

  星林高校の歳行先生が例会に出席されているのでご

紹介申し上げます。 

  一年間我がクラブでサポートするサクラさんをご紹介し

ます。 

  「サクラ」は日本の桜の花に因んでつけられた名前で

す。セカンドネームでありまして、「サクラさん」と呼んでく

ださい。因みに苗字はウ゛というそうで、中国の部族モン

族だそうです。 

  それではご挨拶をお願いします。 

Lajntxiag Sakura VUE さんより挨拶がありました。 

 ↑バナー交換 

← 

本日は、さくらさんを受

入頂く、和歌山県立星

林高等学校教諭の歳行 

江里佳 様にもお越し頂

きました。 



 

 

２０１８－２０１９年度テーマ：「 ロータリーを伝える 」 

第１回 I.D.M. 発表 

テーマ 

1. 会員増強について 

2. 今後、自由な発想で当クラブの新規事業の 

  アイデアについて 

3．7班のみ上記に加え、新会員へのオリエン 

  テーション 

進行は、楠部和弘R情報委員長 

１班 
日時：8月8日（水）18：30～ 

場所：割烹 古川 

リーダー：北畑、当番：林（芳） 

委 員 ： 橋 本 忠 美、柴 田、上

西、江口 

メイキャップ：野島 

 

1. 会員増強について 

 ●1994年の116人をピークに減少の一途をたどっている 

  入会は毎年度コンスタントであるが退会者の数が大幅

に増えており、退会者を食い止める方向で考えるべき

である 

 ●退会、撤去した企業組にもう一度アプローチしてはどう

か？ 

 ●増強、拡大を無理に進めて会員を増やしても「いい意

味でのエリート意識」が失われていくのではないか？ 

 ●入会してメリットのあるロータリー、入会して良かった楽

しいと思える 

   ロータリーにしなくては、退会者を食い止められない。 

   会員増強にはつながらない。 
 

2. 新事業のアイデアについて 

 ●地区の方針に反してでも米山奨学金をなくして 

  毎年１人ずつ青少年育成支援にしてはどうか？ 

 それこそが和歌山南ロータリーの存在意義であると思う。 

 ●新済州ロータリーとの関係を考え直す時ではないか？ 

  例えば、訪問行き来を5年に一回にするなど、 

  マンネリ化してお互いの発展は望めないと思う 

2班 
日時：8月7日（火）19：00～ 

場所：木曽路 

リーダー：横田、当番：林（勇） 

委員：田村、柘植、楠部、前

田、三木、山田 

●１．会員増強について 

・過去会員数が１２０～１３０名

在籍していたということである

が、何人を目標に増やそうと

考えているのか、という質問があり、⇒できれば１００人以上

の会員を確保したい。ということであった。 

・例会で広く呼びかけても、受け手側に温度差があり効果

は薄い。 

懸命になって勧誘してくれる会員がいる一方、そうでない

会員も多いのが現状である。 

そこで、真剣に増やしていこうというのであれば、現在存在

する１６の小委員会に 

 「各委員会で１名以上推薦してもらう」ということを提案し

ます。 

低でも１６名以上、しかも入会率の高い会員候補が確保

できるものと思う。 

・入会候補者が潜在的に多く在籍するのが、青年会議所

（ＪＣ）である。 

 ＪＣの例会へ「会員増強委員会」と青年会議所ＯＢの会員

新入会員 

氏名 山田 昭子（ヤマダ アキコ） 会員 
生年月日 昭和１９年３月１４日生まれ 魚座 

職業 賃貸住宅業 

↑中村和子会員よ

りご紹介 

 

←三木会長よりクラ

ブ会員の七つ道具

をお渡しします。 
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3班 
日時：8月3日（金）18：30～ 

場所：木曽路 

リーダー：豊田、 

当番：田中（祥） 

委員：井口（善）、岩本、大林、 

   小野、海堀、金谷、 

   窪田（惇）、島村、玉井 

 １２名のメンバー中、１１名の

参加を得て、Ｂ型軍団が、ワイワイがやがや、好きなことを

言い合いました（もちろん、結論めいた纏めはできていませ

ん。）。 
 

１会員増強について 

・入会者に対して、何かしらの責任を感じるため、勧誘する

際どのようにロータリーのことを紹介するか迷う（あまり難しく

言っては入会しづらいであろうが、とにかく楽しくやりましょ

うでも違うのでは。）。何か、統一的な勧誘マニュアル的な

ものがあっても良いのではないか。 

・人数的には８０人程度あれば十分であり、無理して増強

する必要もないのでは（入らせていただくロータリーから、

入っていただくロータリーに移ってきてないか。）。 

・若い同年代の会員がもっと増えると良い。 

・会長は、奉仕の心を勉強し、常に言い続けることが大事

（それが会長の仕事の大部分。）。そうすると、ロータリーの

理念を会員が共有することとなり、自ずと、理念に沿った会

員増強ができるのでは。 
 

2当クラブの新規事業のアイデアについて 

三木会長のお言葉どおり、乾杯後の「酒の肴」として、ブ

レーンストーミングしました。 

・本当に困っている人に援助すべき。 

4班 
日時：8月9日（木）18：30～ 

場所：土風家 

リーダー：成瀬、当番：戸井 

委員：坂東、前窪、前畑、 

    宮脇、村上、保田 

メイキャップ：水城 

１ 会員増強について 

・若い人は忙しく、入会しても

続かない。５０代半ばぐらいの人がいいのでは。 

・メイキャップも営業になる。メイキャップは義務ではなく権

利。そのことを理解させる必要がある。 

・JCから入ってもらうルートを作る。 

２ 新規事業のアイデアについて 

・国際奉仕のあり方を見直す。具体的にはミャンマーで養

護（育児）施設を建設する。当クラブから５０万円、姉妹クラ

ブにも呼び掛け、１５０万円で建設できる。現地で建設、維

持・管理できるシステムもすでにある。 

5班 
日時：8月9日（木）18：30～ 

場所：焼肉参番館 

リーダー：生駒、当番：岩井 

委員：石橋、大野、大山、 

   岡崎、北芝、中村（真）、 

   西村、野村 

メイキャップ：野上、毘舎利 

大山会員の乾杯の音頭により

5班のIDMは開始されました。はじめにテーマ1会員増強に

ついて会員選考委員長の野上会員より現状の説明があり

ました。その後財源がないと事業もできないため会員増強

は絶対に必要、平均年齢は下がっているがピラミッド型が

理想、退会防止と再入会を働きかけるべき、また石橋会員

より目標として田辺を抜いて地区No.1を目指そう（7月現在

であと5人）、野上会員より70歳になり老人には友人が少な

いため若い人にもっと勧誘して欲しい、西村会員より同級

生の南方会員の息子さんを勧誘しているが入ってくれな

が出かけて行って、勧誘のＰＲ活動を行う。 

青年会議所ＯＢに目を付けているのは、他のクラブや団体

も同じであるため、「他のクラブに比べて、その優位性」につ

いて説明し、勧誘する必要があると思う。 

●２．新規事業のアイデアについて 

・友ケ島の清掃活動 

・ロータリーＲＹＬＡ（ライラ）：（青少年指導者養成プログラ

ム）活動を行う。 

 １４～３０歳の若者を集め、リーダーシップスキルと人格を

養いながらロータリーについて学ぶ集中研修プログラムを

実施する。 

・全国的に見て、和歌山の子供たちの学力低下を食い止

める施策に協力したい。 

 例えば、「読み聞かせ」などを行い、子供たちの能力向上

に努める。 

  また、科学の出前実験授業（以前ＴＶで、でんじろう先生

が行ったようなもの）を行い、興味をもたせるのはどうか。 

 ⇒ ロータリーの活動は単年度事業であり、このことが障

害となり思い切った事業を提案しにくい。 

 内容によっては継続事業とすることはできないものか。 

 できるならば、もっと幅広い奉仕活動や事業を企画し、推

進できるように思う。 

・単年度制なので難しい点もあるが、長期的な視点で考え

るべき。 

・負担になっている継続事業は取りやめも検討してもよい

のでは。 

・地区財政のお金の流れ（どのような申請をすれば地区の

お金を利用できるのかなど。）について、ノウハウを持つ必

要がある。 

・過去の事業のなかで、すばらしかった事業をもういちど洗

い出してみるのも一案。 

・今回の岡山など、災害等があったら、恵まれない人に寄

付する。 

・ミャンマーに小学校を作るなどの海外事業を検討する（中

ロータリーのフィリッピン事業に参画するのもひとつ。）。 

・多額の引き継ぎ金をを生かした、他のロータリーではやれ

ないようなＢＩＧ事業は考えられないか？ 
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6班 
日時：8月3日（金）18：30～ 

場所：ステーキ割烹富士 

リーダー：南方、当番：岩橋 

委員：田辺、山中、藤田、前嶋 

メイキャップ：庵田 

〇会員増強について 

南方リーダーから基本情報と意

見 

近JCからの入会がないJCや商工会議所青年部などから

名簿を入手して的を絞って働きかける等必要ではないか 

特に会長幹事がまずは頑張るべき 

中ライオンズの大西会長が会長時に11人入会させたこと 

家族会員などの制度も必要ではないか 

会長予定者は例えば５人以上入会させてこそ会長になるく

らいの意気込みが必要 

会員増強に余剰金を積極的に使うべきなどなど 

〇新事業のアイデアについて 

会長予定者がしっかり考えるべき 

新しい事業を考えてくれということ自体が今までの事業を否

定している 

前会長の意志を脈々と受け継ぐべき 

新規事業より今までの事業を継続することのほうが大切 

何かを取り組んだときに事業の相手方から 来年もやって頂

けますか？  との問いに答えられない 

良い事業は継続すべき 

インターアクトや魚の放流など復活すべき事業もある 

今までやって来たことを押し退けて 

新規事業はあり得ない 

それではやりがいがない 

例えば和歌浦という地域に支援する事業など和歌山南な

らでは  の事業はどんどん実施する 

和歌祭４００年祭を支援する。 

などなど              以上 

 

お酒も入り、いろいろ本音の貴重な意見ありがとうございま

した！ 

7班 
日時：8月8日（水）19：00～ 

場所：蘭香園 

リーダー：中村（和） 

当番：麻生 

委員：今西、瀧本、吉村、 

   サイモンワーン、白石、 

   雑賀、宮本（保）、藤林 

メイキャップ：井口（廣） 

 

【テーマ１】 

・野上委員長作成の資料を受けて以下の提案があった。 

金融関係の会員がかつて多くいたが、大半が退会してし

まった。地銀役員や都銀支店長、信託銀行、信用金庫、保

険会社などの幹部が入会していた。金融危機の際などに

退会した経緯もあるようだが、金融とつながりのある会員に

働きかけてもらってはどうか。他のロータリクラブに 近入

会した金融関係者もいるようだ。 

・新入会員が参加しているため、それぞれに入会の経緯を

聞いた。 

高校の先輩、しかも体育会系クラブの先輩から入会を強く

促され、後輩として断る余地は全くなく入会した。 

３０歳代後半のころから２０年近く付き合いのあるＪＣの先輩

に、数年前から入会を促されており、決断した。 

父親とも付き合いのある会員から誘われ、父親にも勧めら

れて入会した。 

・新入会員４人が今回参加してくれていることをみても、増

強の成果は挙がっていると感じる。 

 

【テーマ２】 

・長く閉鎖されていた旅館がリニューアルオープンした和歌

浦の現状などが話題になりましたが、具体的な事業までは

話が及ばなかった。 

 

【テーマ３】 

・瀧本会員にお願いした。 

ロータリークラブ創立の経緯から、ゾーン、地区、クラブと

いった組織の成り立ち、ＲＩ会長やガバナーといった役員の

任務などに至るまで、まず説明していただいた。基本理念

である「社会奉仕に関する１９２３年の声明」については、

「奉仕の理念を団体で学ぶ」といった実行すべき４点、さら

に心構えを持つだけでなく具体的に行動しなければならな

いということなどを、強調していただいた。「知り合いを広め

る」という親睦を第一とする四つのクラブの目的、例会出席

やロータリーの友購読など会員の義務についても説明して

いただき、新入会員だけでなく参加者にとって改めてロー

タリーを知る機会となった。 

４人の新入会員とともに、残念ながら退会が決まって 後

のＩＤＭとなるサイモン・ワーン会員も参加してくれ、ご本人

にとっても私たちにとってもよい機会となりました。 

い、などの意見が出ました。 

 続いて、テーマ2新規事業についてに移りました。北芝会

員厳選の「かなりいい肉と相当いい肉」のしゃぶしゃぶが始

まり、日本酒と赤ワインなどが次々と追加されていきました。

新済州RCとの関係を見直すべき、タイなど東南アジアに学

校を作ろう、60周年事業でも引き続き和歌山城をなんとか

していって欲しい、単年度だけでなく継続事業があってもよ

いのでは、少年野球のようにみんなで話をしている中で出

たものは続いている、などの意見が出ました。 

 その後も熱い議論が続き大盛り上がりのO型チームでした

が、北芝会員から「うちは9時閉店やで〜、これ以上飲まれ

たら赤字や〜」とのお言葉でお開きとなりました。 



 

 

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・・・宮脇君 

 

堀井君・・・106日ぶりに日本へ帰ってきました。 

三木君・・・山田様にご入会いただいて。サクラさんをお迎 

       えして。堀井さんの元気な顏を拝見できて。 

橋本忠美君・・・山田昭子様入会 誠に有難うございます。 

          ひょっとして最高令の入会者？ 

島村君・・・山田昭子様ご入会お待ちしておりました。 

豊田君・・・留学生サクラさんを迎えて。 

岩井君・・・橋本先生の御指摘のおかげで東急の月例で 

       優勝させて頂きました。柴田幹事、北芝先輩、 

       橋本先生ごちそうさまでした。 

山中君・・・8月15日平和の鐘をつきテレビや新聞で報道 

       されました。 

前嶋君・・・山田会員ようこそ！ 

樫畑君・・・サクラさんをお迎えして。 

柴田君・・・長期交換学生のさくらさんをお迎えして！ 

嶋谷君・・・明日から前期高令者です。 

北芝君・・・柴田さん岩井さんお世話になりました。 

水城君・・・柴田さん、北芝さん、本日は、ごちそう様で 

       した。 

宮脇君・・・長い間、休ませて頂いてすみませんでした。 

8月 お誕生祝 

今月お誕生祝の宮脇正明会員 

106日ぶりに日本へ帰ってこられた堀井 明会員より 

挨拶がありました。 

2018-19年度 第1回ラジオ放送 

番組名 ：和歌山放送ＷＢＳ１４３１ 

      “小田川和彦の全開！ 

 火曜日” 〔コーナー：人間万歳〕 

提供：和歌山南RC 

放送日：平成３０年8月７日（火） 14：０0～ 

テーマ：「本年度の抱負」 

出 演 者：和歌山南ロータリークラブ 

       三木 菊夫 会長  柴田 哲男 幹事 

ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨｰ：小田川和彦さん 


