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  ２０１８年 ９月２８日（金） No.２７３３ 

 第２７８９回 例会 

 ○ ソング「虫の声」 

 〇 卓話「最近のＡＩの利用について」 

    NEC和歌山支店長 

      増井 智幸 様 

 

 １０月 ５日（金） 

 ○ ソング「君が代」・「奉仕の理想」 

 〇 卓話「家庭用品の歴史」       

                     大工 博史 会員 

 〇 卓話「宿泊業界のトレンド情報」 

          白石  奨  会員 

 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２１日（金） 

出席報告    会員８１名（出席規定適用免除会員１０名） 

 ９月２１日   出席56名  ホームクラブ出席者69.14％ 

 ９月 ７日   出席総数出席58名（免除会員含み）確定出席率：75.32％ 

          （会員８１名 出席規定適用免除会員１０名（内出席6名） 

会長報告 

ガバナー     樫畑直尚  

 本日のお話はニコニコ箱に

ついてです。 

 ニコニコ箱の慣習は、日本

を始め、当クラブの姉妹クラブ

がある韓国や台湾にはありま

すが、世界中のクラブにある

わけではないようです。 

 日本でニコニコ箱の慣習が

できたのは、日本で最初にで

きたロータリークラブ、東京

ロータリークラブでのことです。１９３５年（昭和１０年）、関東

大震災の被災孤児達を、その当時オープンした多摩川園

という遊園地に連れていってあげよう、ということになり、そ

の経費を捻出するために始まったのが、「ニコニコ箱」で

す。会員の一人が、あり合わせのボール紙の箱をもって、

「明日はあなたの誕生日ですよ」とか、「お孫さんができた

そうですね」とか言って例会場を回り、会員から寄付金を集

めました。これが日本における「ニコニコ箱」の始まりです。

それでどの位の金額が集まったかというと、６００円集まった

そうです。昭和１０年の６００円です。当時の大学卒の初任

給が６０円だったそうですので、今の貨幣価値で言うと約２

００万円です。当時の会員数は不明ですが、流石、東京

ロータリークラブ、というお話です。 

 さて本題はここからです。ニコニコ箱は会員の皆様のクラ

ブに対する寄付金です。そしてその使い道は、南クラブの

奉仕事業の費用に充てられます。つまり、ニコニコ箱に寄

付金が入らないと奉仕事業が出来ないことなります。１年間

で「本人お誕生日」「奥様お誕生日」「事業所創業」「入会

記念日」等一人当たりほぼ強制的に２万数千円のご寄付

をいただいています。その他にこれは全くの任意の寄付、

「ちょっと良いことがあって」「写真をいただいて」「ゴルフ大

会に優勝して」等のコメントを添えた寄付をいただいていま

す。 合わせて年間３００万円から３５０万円になります。こ

れに対して奉仕事業に要する経費は、年度によって異なり

ますが、少ない年で２５０万円、多い年で６００万円程度で

す。ちなみ当年度の事業予算は約５００万円です。赤字の

年度もあれば黒字の年度もあり、当クラブは幸いにもニコ

ニコ特別会計は昨年度末現在、繰越金が約８５０万円あり

ます。しかし、気を緩めるとあっという間に繰越金も底をつく

ことになります。何を申し上げたいかというと、当年度の奉

仕事業予算に見合うニコニコのご寄付をお願いしたいとい

うことです。コメント付きの任意のニコニコ献金をお一人月２

０００円、年間２４０００円していただければ、ほぼ目標達成

となります。 

 よろしくご協力のほどをお願い申し上げて、本日の会長

報告とします。 



 

 

２０１８－２０１９年度テーマ：「 ロータリーを伝える 」 

幹事報告 

先ずは、先週の例会を欠席した事をお

詫び申し上げます。 

体調を壊してしまい、会長はじめ、会

員の皆様にご迷惑をおかけいたしまし

た。今後体調を早く取り戻し、ロータ

リー活動に支障をきたさぬ様に頑張っ

て行きますので、宜しくお願い致しま

す。 

近隣ＲＣの例会変更のお知らせ 

10月 1日（月）和歌山アゼリアＲＣアバローム紀の国 

         サイン12：00～12：30 

10月10日（水）和歌山西ＲＣラヴィーナ和歌山 

         サイン12：00～12：30 

10月17日（水）和歌山西ＲＣラヴィーナ和歌山 

         サイン12：00～12：30 

10月18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 

10月22日（月）和歌山北ＲＣルミエール華月殿 

         サイン12：00～12：30      

10月24日（水）和歌山西RCラヴィーナ和歌山 

         サイン12：00～12：30 

10月29日（月）和歌山アゼリアＲＣアバロ－ム紀の国 

         サイン12：00～12：30 

10月31日（水）和歌山東南ＲＣルミエール華月殿 

         サイン12：00～12：30 

近隣ＲＣ例会休会のお知らせ 

10月10日（水）和歌山東南ＲＣ 

10月11日（木）和歌山東ＲＣ 

         ＊サイン受付はございません。 

当クラブ例会変更のお知らせ 

10月26日（金）12：30→ 

         10月25日（木）アバローム紀の国 １８：30～ 

         和歌山城南ＲＣとの合同夜間例会 

2640地区大会の出席のお願い 

10月27日（土）～28日（日） ホテルグランヴィア和歌山 

2018年10月度例会プログラム予定表 

10月 5日（金） 卓話題「家庭用品の歴史」大工博史会員 

          卓話題「          」白石  奨会員 

10月12日（金）      グラフィット社CEO鳴海 禎造 様 

10月19日（金）  「ぼけ」ても心は生きている 

           ～認知症を知って備える～ 

                認知症の人と家族の会・前会長 

                          高見 国生 様 

10月25日（木）  和歌山城南RCとの合同夜間例会  

            アバローム紀の国 18：30～ 

 

             

      ニコニコ箱 

 

橋本忠美君・・・60台 目前です。 

          ゴルフではなく体重の話です。 

北畑君・・・若竹会ありがとうございました。 

林（芳）君・・・23日南RC野球部全員ケガなく がんばりましょ 

        う。 

前嶋君・・・チョット良い事があって。 

       橋本先生 色白のかわいい子が来ましたね！ 

岩井君・・・柴田幹事お帰りなさいませ。大林さん、ビシャリ 

       さん、橋本先生ごちそうさまでした。 

柴田君・・・先週 例会の欠席のおわび！ 

山中君・・・早退おわび。 

戸井君・・・早退おわび。 

 

    計￥12,000-  累計￥767，320- 

委員会報告 

○親睦活動委員会 

 橋本忠通副委員長 

  秋の親睦旅行の案内です。１１

月１８日（日）に日帰り旅行で予定し

ております。バスで信楽に行き、松

茸と近江牛の食べ放題。狸絵付け

体験をし、なんばグランド花月でよしもと新喜劇鑑賞の予定

です。改めてＦＡＸでご案内しますので、返信をお願いいた

します。 

 

○会報委員会 石橋英二委員長 

川柳、俳句を会員の皆様に募集しま

す。ふるって応募をお願いいたしま

す。 

 

 

○雑誌・広報委員会 山本善昭委員 

毎月最終火曜日に放送しています和

歌山南ロータリークラブ提供のラジオ

番組人間万歳、 

9月25日の放送は、国際ロータリー第

2640地区、地区大会の中で行われる

市民公開講座について、地区大会実

行委員長の雑賀正雄様、地区大会

幹事の瀬川良浩様にご出演いただき、お話しいただきま

す。 

また、9月のプレゼントは岩本会員の岩本薬局さんからご提

供いただいております。 

この人間万歳の放送は来週25日火曜日 和歌山放送の小

田川和彦の全開火曜日の中で 

午後2時10分頃から30分頃までです。是非お聞きください。 

 

○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

野球大会決勝戦のお知らせ 

日時：９月２３日（日）集合１７：００ 

    時間厳守 

場所：紀三井寺球場入場口前 
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卓 話 

「大 阪 ガ ス の 災 害

対策への取組み」 
 

大阪ガス株式会社 
和歌山地区支配人 

  高橋 聖 様 
 和歌山県においては南海トラフ巨大地震への防災対策

が重要であると位置づけられております。今回は、大阪ガ

スにおける災害対策の取組をご紹介いたします。 

 大阪ガスでは、平成7年発生の阪神淡路大震災における

広い範囲での被害と86万戸に及ぶガス供給停止の経験を

踏まえ、地震防災対策の強化を進めてまいりました。 

都市ガス供給の地震対策では「予防対策」「緊急時対応

策」「復旧対策」を3本柱に、南海トラフ地震に備えた「津波

対策」を加えて対策強化に取り組んでいます。 

「予防対策」では耐震性の高いＰＥ管の普及と地震時に

ガス遮断するマイコンメーターの導入促進により耐震性、

安全性の向上を進めており、「緊急時対応策」では、地震

計や遠隔監視装置の増設などで情報収集機能強化を行う

とともに、ガス導管網のブロック細分化とガス遮断システム

の構築により、被害影響の最小化と二次災害防止対応を

行います。 

「復旧対策」では、お客様の安全確保と情報公開を行いな

がら早期復旧に取組みます。 

最後に「津波対策」では、津波監視カメラの設置や津波防

災システムの構築で、津波被害が想定されるエリアのガス

供給停止を迅速に行うことで二次災害発生を防止します。 

和歌山市民の皆さまにおかれましては、日頃から防災知

識を深め、対策・準備を進めていただくことが肝要であり、

今回の説明が皆さまの防災活動の一助となれば幸いで

す。 

本日はありがとうございました。 

和歌山南ロータリークラブが協賛する「和歌山市西支部少

年野球大会」決勝戦が9月23日 （日）PM5:30より県営紀三

井寺球場にて開催されました。 

今回決勝戦が紀三井寺球場ナイター戦となったのは、本

年が少年野球の協賛を開始して40周年の節目に当たる為

で、「プロ野球と同じ舞台でプレーする事で子供たちに夢

を与える」と言う本年度三木会長方針の一環でもあります。 

今年の決勝戦は「高松少年野球クラブ」と「宮前少年野球

クラブ」と言う強豪チーム同士で争われました。始球式は我

が南ロータリーのエース元立教野球部の窪田会員です。

続く試合では大人顔負けのプレーを見せる両チームでし

たが、3回に大量得点を入れた宮前が5対1で高松を下し見

事優勝旗を手にしました。 

閉会式では会長以下南ロータリーのメンバーが優勝準優

勝チームのメンバー全員にメダルを授与し、子供たちも満

面の笑みでメダルを胸にしていました。参加賞の「チーム

写真入マグカップ」も参加チーム278人全員に送られ、この

記念大会は子供たちにとって忘れられない大会に成った

事と思います。 

本来ならここで事業は終了なのですが「おじさんたちの夢

も叶えてほしい」と言う会員の強い要望で、和歌山南ロータ

リークラブ会員チームと選抜少年野球チームで親善試合を

行う事と成りました。果たしておじさんの体力で試合が可能

なのか？怪我人出るのと違う？と言う心配抱えたままスター

トした試合の結果は……南ロータリー野球部で実際試合を

した前畑会員に伝えていただきます！ 

「前畑さ～んお願いします」 

           〈報告者：野島好史青少年育成委員長〉 

麻生プログラム委員

長より本日のゲスト高

橋 聖 様のご紹介が

ありました。 

和歌山南ロータリークラブ旗争奪少年野球大会決勝戦 

  和歌山南ロータリークラブ野球部VS宮前小学校、高

松小学校連合チームとの試合は逆転に次ぐ逆転の壮

絶な試合となりました。 

  先行の我がチームが1回小野ジュニアのホームランで

先制。しかし後が続かず、1点止まり。その裏には心配

された守備のミス連発であっという間に逆転。チーム内

にも不穏な空気とあきらめムードが流れました。しかし2

回表ベンチ前で円陣を組み宮脇監督が檄。麻生、石

橋、窪田、前畑の恐怖の下位打線が爆発。4点を入れ

再度逆転。その裏のノーアウト満塁のピンチを守り抜

き、5対3で見事時間切れにより奇跡の勝利。子供達に

勝負の厳しさを教えることができました。 

  心配された怪我もなく部員一同本当に楽しめたと思

います。また子供達の元気さ礼儀正しさには感心させ

られました。 

  今後も本格的に練習し、また試合できることを楽しみ

にしています。参加の皆様お疲れ様でした。 

             報告書：前畑泰洋会員 
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ﾛｰﾀﾘｰﾁｰﾑﾋｯﾄ 

三木会長による表彰 

優勝を祝うかのように花火が 優勝・準優勝ﾁｰﾑにﾒﾀﾞﾙ贈呈 

ﾛｰﾀﾘ-との親善試合開始 

三木会長による表彰式 

宮前対高松ﾅｲﾀｰ 

始球式担当窪田さん 

和歌山南ロータリークラブ野球部 


