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  ２０１８年 ９月１４日（金） No.２７３１ 

 第２７８７回 例会 

 ○ ソング「村祭り」 

 〇 卓話「 川柳しませんか 」 

    和歌山県 川柳協会 会長 

           三宅 保州 様 

 

 ９月２１日（金） 

 ○ ソング「４つのテスト」 

 〇 卓話「大阪ガスの災害対策への取組み」 

     大阪ガス 和歌山地区支配人 

           高橋 聖 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 ９月 ７日（金） 

出席報告    会員８１名（出席規定適用免除会員１０名） 

 ９月 ７日   出席５７名  ホームクラブ出席者７０．３７％ 

 ８月２４日   出席総数出席５９名（免除会員含み）確定出席率：８０．８２％ 

          （会員８１名 出席規定適用免除会員１０名（内出席２名） 

会長報告 

ガバナー     樫畑直尚  

 台風２１号のお見舞いを申し

上げようと思っておりましたら、

その前に北海道で震度７の地

震が発生したというニュースが、

昨日飛び込んでまいりました。

近年の自然災害の多さに本当

に驚くばかりです。台風で被害

を受けた方々、そして北海道の

皆様には心よりお見舞いを申し

あげたいと存じます。 

 台風も地震も今回は『停電』の怖さというか、「電気の有難

さ」をつくづく思い知らされたところです。停電の際の対処

方法、サバイバル術の習得は必要であると痛感したところ

です。一度卓話でその筋の専門家にお越しいただいて、

お話しをお聞きするのもいいかなと思います。プログラム麻

生委員長よろしくお願いいたします。 

 地区大会のご案内を先週からさせていただいておりま

す。一人でも多くの会員の参加をお願いいたします。特に

入会３年未満の会員の皆様は、地区大会2日目の午前中

に「新入会員の集い」が企画されています。お昼にはガバ

ナーと一緒に楽しくカレーライスを食べる、ということになっ

ているそうなので、是非とも参加していただきたいと思いま

す。ロータリーアンのお祭りを見に行くという軽い気持ち

で、強制はしませんが、強く参加をお願いしたいと存じま

す。 

 この前の日曜日、「第40回和歌山南RC旗争奪西支部野

球大会」の開会式があり、１３名の会員が参加してください

ました。ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。 

 実は、会長になって一番楽しみにしていた事業がこの少

年野球大会です。なにが楽しみかと言うと、これは一も二も

なく始球式です。これがやりたくて会長にならせていただい

たようなものです。今年、夏の甲子園大会は１００回記念と

いう事で、皆さまご存知のとおり、レジェンド始球式というセ

レモニーが毎日行われました。松井や、桑田や、中西が往

年のスター選手が毎日日替わりで始球式をしました。その

模様をテレビで見るにつけ、自分はスターでもレジェンドで

もないのですが、レジェンドになった気分で始球式のマウン

ドに立つ自分を妄想しておりました。当然、投球はノーバン

投球。びしっと投げ込むつもりで、少し肩を作って本番に臨

みました。結果は、少し高い球になりましたが、ノーバンで

の始球式を無事に成功させました。自分としては大満足で

す。これで、９月２３日の決勝戦と閉会式が予定通り紀三井

寺球場でできれば、１００点満点なのですが、当日の台風

だけは勘弁してほしいものです。 

 始球式を無事務め終えたということを、若干誇らしげに皆

様にお伝えして、本日の会長報告といたします。 

幹事報告 

近隣ＲＣの例会変更のお知らせ 

9月3日（月）和歌山北ＲＣルミエール華月殿  



 

 

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・・・麻生君 

奥様誕生日・・・今西君・田辺君・田村君・角谷君・野島君 

事業所創立・・・小野君・柴田君・嶋谷君・山本君 

入会記念日・・・江口君 

三木君・・・台風２１号被害お見舞。 

林（芳）君・・・電気のありがたみをヒシヒシと感じました。 

大林君・・・カラオケ同好会９月１１日、開催になりました。 

       よろしく御参加！！ 

前嶋君・・・部屋が暗く大変でしたが、キャンプの様に子供 

       達と食事ができました。 

名無しの権兵衛君・・・売られたケンカは買いませんで 

              した。でも何か変ですよね。 

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  

 土井 智也 様 

 

 当法人は、子どもシェルター「るーも」を運営するNPO法

人です。 

 子どもシェルターとは、様々な理由で行き場を失った子

どもの緊急避難先のことです。 

 たとえば、親からの虐待を受けた子どもや、集団生活に

なじめない子どもに、落ち着いて生活できる場を提供した

いとの思いからはじまったものです。 

まずは緊急に安全を確保し、安心してしばらく休んでもら

い、そこから次の道を子どもと一緒に考えていくための居

場所です。 

 子どもたちには一人ひとりに弁護士がつきます。この弁

護士（通称：コタン）が子どもの 善の利益を実現するため

に様々な活動をしています。 

 るーもはシェルターという性質上、その場所を秘匿してい

ます。また、子どもたちにも自由な外出は我慢してもらって

います。これらは子どもたち自身の安全を確保するために

必要なことです。 

 その代わり、スタッフやコタンと一緒に外出することはでき

ます。その際はタクシー等を利用していますが、外出の頻

度が多くなってきたため、法人で自動車を保有すべきでは

ないかとの機運が高まっています。 

 今後もご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

                  サイン12：00～12：30 

9月6日（木）和歌山東ＲＣ  ダイワロイネットホテル和歌山  

                  サイン12：00～12：30 

9月10日（月）和歌山アゼリアＲＣ アバロ－ム紀の国  

                  サイン12：00～12：30 

9月12日（水）和歌山西ＲＣ ラヴィーナ和歌山  

                   サイン12：00～12：30 

9月19日（水）和歌山西ＲＣ ラヴィーナ和歌山  

                  サイン12：00～12：30      

9月25日（火）和歌山RC   ダイワロイネットホテル和歌山        

                   サイン12：00～12：30 

近隣ＲＣ例会休会のお知らせ 

和歌山城南RC 9月20日 アバローム紀の国  

              PM18：30  サインはございません。 

青少年育成委員会 

○第40回和歌山南ＲＣ旗争奪西支部野球大会、 

 開会式を平成30年9月2日am9：00より雑賀球場で開催さ

れました。南ＲＣのメンバーの方々多数出席ありがとうござ

いました。 

閉会式平成30年9月23日（日）17：30より決勝戦 

        集合時間は17：00 場所 県営紀三井寺球場 

○国際ロータリー2640地区「平成30年7月西日本豪雨義援

金について」総額4.159.470円集まりました。 

被災地にお送りいたしました。  

９月お誕生祝 

麻生プログラム委

員長より土井 智

也様のご紹介が

ありました。 



 

 

２０１８－２０１９年度テーマ：「 ロータリーを伝える 」 

2018-19年度 第２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２８日（火） 14：０0～ 

テーマ：「和歌山南ロータリークラブ杯争奪少年野球大会 

      について」 

出 演 者：和歌山市軟式野球連盟学童部 

            西支部長 谷村晃生 様 

      和歌山南ロータリークラブ 

            青少年育成委員会 野島好史 委員長 

ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨｰ：小田川和彦さん 

Lajntxiag Sakura VUE さん来日歓迎会 平成30年8月31日（金）18:30～ﾀﾞｲﾜﾛｲﾈｯﾄﾎﾃﾙ和歌山 



 

 

２０１８－２０１９年度テーマ：「 ロータリーを伝える 」 

市内会長幹事会（木潮会様との懇親会） 

９月２日 第４０回 和歌山南RC旗争奪西支部野球

大会開会式 

参加者 三木、柴田、井口(廣)、大林、大山、小野、

樫畑、北畑、島村、野島、堀井、山田、江口計１３名 

９月２日(日)天候にも恵まれ 第40回和歌山南RC旗

争奪西支部野球大会 開会式が雑賀球場で開催さ

れました。三木会長の速球による始球式の後、熱戦

が繰り広げられています。２２日は市民球場、２３日

は紀三井寺球場で行われます。南クラブとの親善試

合もありますので、ぜひ ご観戦ください。 

          報告者：江口青少年育成副委員長 

和歌山南RC旗争奪西支部野球大会 

平成30年8月30日（木）ﾀﾞｲﾜﾛｲﾈｯﾄﾎﾃﾙ和歌山18:30～ 


