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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

2018-2019年度 RI会長 バリー・ラシン

本日のプログラム
２０１８年１２月１４日（金） No.２７４３
第２７９９回 例会
○ ソング「みんなで大きな輪になって」
―「親睦」・「奉仕」・「Ｉ ｓｅｒｖｅ」―
〇 卓話「 私のロータリー 」
前窪 貫志 パストガバナー

会長報告
毎年この時期になりますと、
例年「巷の話題」になるのが、
この一年を振り返って、どんな
事件があったか、どんな話題
があったか、という、『今年の重
大ニュース』とか、『今年の流行
語大賞』といったことが、マスコ
ミを賑わすことになります。
その『今年の流行語大賞』で
すが、年間大賞に選ばれたの
が、平昌（ピョンチャン）オリンピックのカーリング女子代表
チームの選手達が、試合中に何気に交わす「そだねー」が
選ばれました。「そうだねー」、確かに北海道弁の可愛いイ
ントネーションが耳に残る印象的な言葉でした。マスコミが
取り上げてからは、いい年のオジさん、オバさん達も、何か
切っ掛けがあれば、「そだねー」を連発していたのを昨日の
事のように覚えています。まあ、順当なところが選ばれたなと
いう感じです。ちなみに昨年の年間大賞を覚えています
か？２つありまして、一つは「インスタ映え」で、もう一つは
「忖度」でした。「インスタ映え」はともかく「忖度」は確かによ
く使いました。それももう去年の話なのですから、やはり時間
の流れが速く感じる次第です。
「そだねー」が年間大賞に選ばれたことには何も不服はな
いのですが、流行語大賞の候補にも挙がらなかった言葉
で、今流行している言葉があることに気が付きました。それ
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「 BE THE INSPIRATION 」
次週のプログラム

１２月２３日（日・祝）
○ ソング「きよしこの夜」
〇 クリスマス家族夜間例会
ダイワロイネットホテル和歌山
１８：００～

は、『平成最後』という言葉です。何かのイベントの枕詞とし
てマスコミでもよく使われています。「平成最後の甲子園大
会」とか、「平成最後のＭ－１グランプリ」とか、「平成最後の
紅白歌合戦」とか。おそらくこれから年末にかけて、この「平
成最後」がどれだけ使われるか、まあ年が明けてもまだ「平
成最後」でありますから、ひょっとしたら来年の流行語大賞
にノミネートされるかもしれまん。そんなことを考えています
と、私は『平成最後の会長』ということになりまして、クラブ創
立５８周年というまあ中途半端な時期の会長ではあります
が、『平成最後の』それはつまり『新しい年号最初の会長』
になるわけで、これで少しは皆さまの記憶に残る会長にな
れるかなと、ひそかに喜んでおります。
さて、それはそれとして、本日は年次総会であります。平
成最後の年次総会でございます。クラブ細則第６条第１節
に、年次総会の規定がありまして、「毎年１２月第一例会日
に開催する」と、さらにその年次総会においては、「次年度
の理事の選挙を行わなければならない」、と定めらておりま
す。通常の例会行事の後、平成最後の年次総会を執り行
いますので、後ほどよろしくご審議いの程お願いいたしまし
て、本日の会長報告といたします。

幹事報告
本日はハンブルグ国際大会の登録手続きについてご案内
申し上げます。早期登録による割引料金396ドルでのお申
し込みは2018年12月15日（土）が〆切でございますのでご
注意ください。

２０１８年１２月 ７日（金）
会員８１名（出席規定適用免除会員１１名）
出席５７名 ホームクラブ出席者７０．３７％
出席総数出席６８名（免除会員含み）確定出席率：８８．３１％
（会員８１名 出席規定適用免除会員１１名（内出席７名）
（言行はこれに照らしてから）

2018年１２月 第２週

ビジター
和歌山東RC・・・・・・・・・・・・・・・・・・１名

Ⅰ 真 実 か どうか Ⅱ み ん な に 公 平 か Ⅲ 好 意 と友 情 を深 め る か Ⅳ み ん な の た め に な る か ど うか

例会終了後、理事役員会を開催されます。理事役員の方
は参加よろしくお願いいたします。

委員会報告
①親睦活動委員会
上西豊基委員長
12月23日のクリスマス家族夜間例会は現
在鋭意準備中です。
②国際交流委員会
水城 実委員長
姉妹クラブ公式訪問の日程が決まりまし
た。台湾岡山RCへは3月15日から17日。
韓国新済州RCへは5月17日から19日に
訪問したいと考えています。
交流と親睦を兼ねた楽しい旅行にしたい
と考えています。皆様の多数のご参加をよろしくお願いしま
す。今回は初日に姉妹クラブの例会に出席し、
二日目からは所を変えまして観光と親睦をお楽しみ頂きた
く計画しています。こうご期待！

長 寿 祝

南方康治会員が、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。

指名委員会
委員長 保田隆紀会員
委員 藤田武弘会員 栗本勝彦会員
大山典男会員 村上恒夫会員
角谷浩二会員 田辺 誠会員
堀井 明会員 石橋英二会員
水城 実会員
次次年度会長候補者、次年度副会長候補者及び次年度
理事候補者5名指名の件
次々年度会長候補 樫畑国俊会員
次年度副会長候補 上西豊基会員
次年度理事候補
堀井 明 会員 大山典男会員
野村壮吾会員 豊田泰史会員
水城 実 会員

年 次 総 会
和歌山南ＲＣ定款第８条第２節並びに細則第６条第１節
により、次次年度会長、次年度副会長及び次年度理事を
選任する年次総会を開催。
会員総数81名、本日出席者数57名である旨並びに細則
第６条第３節「会員総数の３分の１をもって本クラブの年次
総会及び例会定足数とする。」の規定により本年次総会
は有効に成立している旨、柴田哲男幹事が議場に報告。
細則の規定により三木菊夫会長が議長となって議事を進
行。
審議事項
議案１ 2019～2020年度理事・役員 選任の件
議案2 2019～2020年度幹事・SAA・会計 選任の件
議案1
11月16日、12月7日 開催された指名委員会の結果を、
保田隆紀委員長が議場に報告。
議長が、保田隆紀委員長より報告のあった次次年度
（2020年～2021年）の会長として樫畑国俊会員、次年度
副会長として上西豊基会員、そして次年度理事として堀
井 明会員、大山典男会員、野村壮吾会員、豊田泰史会
員、水城 実会員をそれぞれ選任することについて議場
にはかったところ、賛成多数で承認可決され、議長はそ
の旨を宣した。
議案2
議長は、細則第3条第2節「選任された会長エレクト、次
次年度会長、次年度副会長、及び5名の次年度理事は、
年次総会後1週間以内にその会合を開いて次年度幹事・
ＳＡＡ・会計を選任しなければならない。」の規定より次年
度幹事・ＳＡＡ・会計の選任を次年度理事役員の方々に
お願いしたいが、この際、年次総会を一旦中断して、即
時選任していただく様取り計らいたい旨議場に諮ったとこ
ろ、議場より異議なく、議長は、年次総会を暫時休憩し、
次年度理事役員に別室での協議を要請した。
会議再開後、山田 守次年度会長が次年度幹事・ＳＡ
Ａ・会計の選任結果及び各理事の担当奉仕部門を発表。
議長は、再度、次年度の理事役員の氏名を議場に報告
したところ、議場は盛大な拍手をもってこれを了承した。
2019～2020年度 和歌山南R.C.
会
長
山田 守 会員
直前 会長
三木菊夫会員
次年度会長
樫畑国俊会員
副 会 長
上西豊基会員
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事
堀井 明 会員(クラブ奉仕担当）
大山典男会員(職 業 奉仕担当）
野村壮吾会員(社 会 奉仕担当）
豊田泰史会員(青少年奉仕担当）
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会場監督(S.A.A) 岡崎全雄会員
以 上

11月16日、12月7日 指名委員会を開催し、上記7名を各
役職の候補者として指名することに決定しました。
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山田 守 次年度会長挨拶
次年度2019-2020年度の会長
予定者にご指名、ご承認いただ
きましてありがとうございます。
私は、2002年に入会せていた
だきました。
その時の会長は、前田耕道先
生でした。
新入会員の挨拶は、一般的に
は「栄えある和歌山南RCに入
会させていただき～から入りま
すが、私は、ピンチをチャンスに～と非常に大胆な、恥ずか
しい挨拶をしたなと、事あるたびに反省をしています。」
さて次年度テーマについて具体的には考えていませんが、
地に足をついた和歌山南RCらしさのある奉仕活動をと思っ
ています。いくつかの奉仕活動の中で、少年野球、柔道を
支援していますが、来年は和歌山で年齢ピック紀の国和歌
山2019、再来年は東京オリンピック、パラリンピックが開催さ
れます。そこでこの機に和歌山南RCがスポ－ツへの支援
（奉仕活動）として和歌山県体育協会と連携した取り組みが
できたらと思っています。
また再来年の樫畑年度はクラブ創設60周年になります。60
周年実行委員会を立ち上げ、連携を密にし、より良い60周
年に結び付けたいと思います。
私の少しわがままとして、毎月or毎週にその時期の旬の食
べ物、気象（知って得する豆知識）等をご披露させていただ
けたらと考えています。
最後になりましたが、私自身、ロ－タリ－をより勉強し、皆様
に親しまれる和歌山南ＲＣを目指し努力する所存でいま
す。
皆様方のご支援、ご協力を頂けますよう、よろしくお願い申
し上げます。
ありがとうございました。

北畑博史 次年度幹事挨拶
こ の 度、伝 統 あ る 和 歌 山 南
ロータリークラブの次年度幹事
という大役を拝命しました北畑
でございます。
２００７年２月に入会させて頂
いてから早、１１年目となりまし
たが、そのほとんどが青少年関
連の委員会に所属してまいりま
した。７月新年度までの半年間
で、他の委員会の取り組みや、手続要覧、クラブ定款・細
則を今一度勉強したいと思います。微力ではございますが
２０１９から２０年度のクラブ運営がスムーズに行くよう努力し
て参りますので、メンバー皆様のご協力ご支援を賜りますよ
うお願い申し上げます。

岡崎全雄 次年度S.A.A委員長挨拶
こんにちは。
次年度SAAを拝命いたしました
岡崎全雄です。入会させて頂き
3年半の新人ではありますが、次
年 度 の 会 長・幹 事 を は じ め 理
事・役員及び会員の皆様の支援
を頂いて、微力ではありますが、
スムーズな
例会運営が出来るように努めま
す。
宜しくお願い致します。

次年度理事役員 挨拶

次年度理事役員の皆様
よりご挨拶がありました。

上西豊基 副会長

堀井 明理事(クラブ奉仕）

大山典男理事(職業奉仕）

豊田泰史理事(青少年奉仕）

野村壮吾理事(社会奉仕）

島村辰彦 会計

水城 実理事(国際奉仕）
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１２月お誕生祝

ニコニコ箱
本人誕生日・・・小野君・樫畑君・瀧本君・三木君・南方君・
山本君
奥様誕生日・・・大山君・樫畑君・栗本君・橋本忠通君
事業所創立・・・北畑君・窪田（哲）君・田中（章）君・水城君
南方君・・・古希のお祝い。孫が和歌山児童作品展で毎日
新聞和歌山支局賞を頂きTV和歌山で放映して
頂きました。
三木君・・・平成最後の年次総会よろしくお願いいたしま
す。
前田君・・・①林 勇伺会員に写真を頂いた。
②山本会員に新鮮野菜を頂いた。
橋本忠美君・・・100万ドルの食事の由来 私は１ドル×100
万人と理解してますが三木会長ちがいますか？
山中君・・・5日社会保険労務士制度50周年の記念行事に
出席しました。両陛下、首相代理の官房長官、
両議会議長、最高裁判所長官よりの祝辞が
ありました。
山田守君・・・本日よろしくお願いします。
柴田君・・・年次総会、理事役員会宜しくお願いします。
戸井君・・・ちょっといいことがあって。
林（芳）君・・・高校3年生以来の二ケタ体重になりました。
柘植君・・・色々お世話になっています。
岩井君・・・火曜日はカラオケの後ビシャリさんと2人で過ご
しました。昨日はゴルフの後 橋本先生と2人で
過ごしました。
大山君・・・嶋谷さんに写真頂いて。

12月誕生祝の皆様です。

2018-19年度 第5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１1月２７日（火） 14：00頃～約20分
ﾃｰﾏ：「創立100周年記念 国画創作協会の全貌展に
ついて」
出 演 者：和歌山県立近代美術館
学芸課 学芸員
藤本 真名美 様
学芸課 主査学芸員 宮本 久宣 様
ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨｰ：小田川和彦さん
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児童養護施設 虎伏学園 クリスマスツリー点灯式
12月1日（土曜日）虎伏学園恒例のクリスマスツリー点灯式に参加しました。毎年敷地内のモミの木に電飾を取り付け点灯
する行事なのですが、この日はそれ以外に子供たちによるハンドベルの演奏会や学園内にある5つの家で子供たちとの
食事会も用意されています。
私と海堀会員は敷地から少し離れた新築まもないお家に招かれました。最近の児童養護施設は家庭の雰囲気を味わえる
ように、小規模のグループに分かれて暮せるようになっています。
各家は吹き抜けがあり2階は子供たちの部屋になっています。この新築の家からは子供たち1人に一部屋が与えられるよう
になったとの事です。オーシャンビュー（夜で見えませんが）の配置の部屋もあり、なかなかのお勧め物件です。
お招き頂いた家ではサンタに扮した子供がいたり、お給仕も子供たちがやってくれたりと、すごい歓迎をうけました。少し歓
談したころで、塾で遅くなった中学生が私たちの席に着きました。彼は学校でも優秀で大学進学を目指しているとのことで
した。そんなわけでスタッフの人も私たちの奨学金には関心があるようで色々と質問を受けました。一般的に児童養護施
設等で面倒を見てくれるのは高校生まで、その後はすべて自力で進まなくてはいけません。そういう事で私たちの奨学金
にたいする期待は大きいのです。ただ奨学金に関してはまだまだこれから検討していく段階なので、「ともかく皆さんの期
待に応えられるよう皆で考えていきます」と話し本日の食事会を終えました。
青少年育成委員長 野島好史

２０１８・１２・４
第１１７回例会
カラオケ同好会

☆次回 開催日
１月８日（火）
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地区会議レポート
第2640地区クラブ雑誌・公共イメージ委員長会議

雑誌・広報委員長 井口 善隆

12月9日、華月殿にて第2640地区クラブ雑誌・公共イメージ委員長会議が開催され、雑誌広報委員長として参加しまし
た。
会議では、樫畑ガバナーからの開会の言葉の後、地区雑誌・公共イメージ委員長、豊岡敬氏から「公共イメージ向上のた
めに」というプレゼンテーションがあり、大変勉強になりました。
ロータリーが1905年に創設されたのち、1906年ドナルド・カーターが社会奉仕を唱えました。社会奉仕活動の始まりはシカ
ゴロータリークラブがシカゴのダウンタウンに公衆便所を作ったことから始まりました。
世界のクラブが様々な奉仕活動を行っているにもかかわらず、ロータリーに対して一般の人が持つイメージは、権威主義
であったり金持ちクラブであったり、あまりいいものではありません。また、ロータリー会員数は全世界で120万人、この20年
変化していません。
この反省から公共イメージの向上が打ち出されました。「世界を変える行動人」としてActionを重視、「インスピレーションに
なろう」として公共イメージの向上、そこから奉仕を行う仲間を増やそうというのが今のロータリーです。
ロータリーとはもっとも差し迫った問題に人道的に取り組む献身的なボランティアリーダーの集いです。その象徴的活動は
ポリオプラスでロータリーとユニセフ、WHO、アメリカ疾病予防センターとの協同で小児麻痺患者の発生を毎年35万人から
数十人に減らすことに成功し、このためにロータリーは19億ドルを調達しました。
Action：活動を起こし、Push：広報し、Inspire：人々に影響を与えることで奉仕を行う仲間を増やすことができるのです。
公共イメージ向上のため、様々な公共イメージ戦略が必要です。中でも大事なのはRotary DayとMy Rotaryです。
Rotary Dayは2014-15国際ロータリー会長ホァン氏から始まりました。Rotary Dayとは一般の人にロータリーを知ってもらう
ためのイベント、交流活動で内容は決まっていません。これはCI戦略であり、ロータリーが一般の人たちと交流するイベン
ト、一般向けの奉仕活動・啓蒙活動にRotary Dayのロゴを用いればいいのです。
My Rotaryは会員のメールアドレス登録で利用できるwebサイトで、全世界の120万人と交流できます。各ロータリークラブ
の活動をRotary Showcaseに登録することで自クラブの活動を世界中のクラブに発信することが出来ます。また、他クラブ
の活動を知ることで、自クラブがこれから行う奉仕活動の参考にすることが出来ます。
また、会員個人が自分の持つSNSに投稿する際には、#ROTARYDAYのハッシュタグを用いることで、世界のロータリアン
に発信できるとのことでした。
第2640地区の課題は、My Rotaryへの登録率がまだ25%程度であること。大阪北部の第2660地区では75%となっていま
す。これはインフラを言い訳に出来ない課題です。
続いて、第3区でグループディスカッションが行われました。ディスカッションでは奉仕活動は行っているが、それを一般の
人に伝えることが難しいという共通の悩みを語り合い、各クラブの取り組みを発表しました。南ロータリークラブのラジオ番
組「人間万歳」、Facebookページ作成を紹介しましたところ大変興味を持っていただけました。
和歌山南ロータリークラブのFacebookページ、是非いいね！をお願いいたします。また、是非投稿をお願いします。会員
間の交流を図るFacebookグループとあわせてお願いいたします。
Facebookページ：https://www.facebook.com/wakayamaminanirc
Facebookグループ：https://www.facebook.com/groups/285329004827320
第2640地区Facebookページ：https://www.facebook.com/kashihata.rid2640
追伸：今年度から、「意義あるロータリー奉仕賞」が設けられました。1月に要綱が発表され募集されますが、クラブ会長が
My Rotaryからオンラインでガバナーに申請し、集まったものの中から選ばれます。三木会長に置かれましては、是非申請
をしていただき、出来れば第1回の賞を取っていただきたいと存じます。

ゴルフ同好会

ゴルフ同好会、12月度月例、通算666回が１2月9日(日）
和歌山カントリー倶楽部にて開催されました。
優勝は、岩井雅之会員でした。

２０１８－２０１９年度テーマ：「 ロータリーを伝える 」

