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2019年２月 第２週 

  

  ２０１９年２月 ８日（金） No.２７４９ 

 第２８０５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「製材所の歴史」雑賀 宅史 会員 

 〇 卓話「   道    」 藤林 正樹 会員 

 

  ２月１５日（金） 

 ○ ソング「我等の生業」 

 〇 和歌山東南RCとの合同夜間例会 

     ダイワロイネットホテル和歌山 

          １８：３０～ 

 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  ２０１９年２月 １日（金） 

出席報告    会員７９名（出席規定適用免除会員１１名） 

 ２月 １日   出席５５名  ホームクラブ出席者６９．６２％ 

 １月１８日   出席総数出席５５名（免除会員含み）確定出席率：７４．３２％ 

          （会員７９名 出席規定適用免除会員１１名（内出席６名） 

会長報告 

ガバナー     樫畑直尚  

先週はインフルエンザに感染

していまい、クラブ協議会と例

会、さらには、市内９クラブの会

長幹事会の新年会まで欠席を

してしまいました。皆様にご迷惑

とご心配をおかけいたしました。

本当に申し訳ありませんでし

た。代役を務めていただいた

方々に、この場をお借りいたし

まして感謝申し上げます。 

さて、そのインフルエンザですが、高熱にうなされて２，３

日はしんどい思いをしければいけないかと覚悟を決めたわ

けですが、処方していただいた薬が「ゾフルーザ」と言う新

薬でして、これが評判どおり良く効きました。１日目はさす

がに３８度程度の熱は出ましたが、薬を飲んだ翌日金曜日

にはには平熱に下がりました。それこそ、着替えて仕事にも

例会にも行けそうな程に回復をしていました。ただ、熱が下

がって３日間は自宅待機とドクターからきつく言われており

ましたので、日曜日まで自分の部屋にこもって過ごしており

ました。 

それにしても、この新薬「ゾフルーザ」良く効きます。この

薬は昨年から販売されており、医療現場ではその使い安さ

が評価されているところです。既存の治療薬である「タミフ

ル」も「リレンザ」も１日２回、５日間の服用が必要なのに比

べて、「ゾフルーザ」は、１回だけの服用で済んで、翌日に

は熱が下がっているのです。ただ、この薬にも問題点が

あって、それはこの薬に対する耐性を持つウイルスが出や

すい、ということだそうです。この耐性を持ったウイルスがど

の様な病原性があるかなど不明な点があることから十分に

検討して使用すべきであると、専門家から指摘がされてい

ます。ちなみに、耐性ウイルスが検出される割合は、「タミフ

ル」で１～２％、「リレンザ」で０％のところ、新薬「ゾフルー

ザ」は、大人で約１０％、子どもで２３％という臨床試験の結

果あるそうです。 

こんなに良く効く薬を開発する人間もすごいと思います

が、短期間に耐性を持つことができるウイルスもそれ以上

に恐るべし、と感じたところです。            以 上 

幹事報告 

米山記念奨学会より税額控除に係

る証明書が届いています。会員ファ

イルボックスに入れておりますの

で、必ずお持ち帰り下さい。 

「ローターアクト地区献血」応援の

お願い 

2640地区社会奉仕委員会からの

お願い 

【日時】2019年2月10日開始10：00終了16：00＊雨天決行 

【場所と担当】 

①エコール・ロゼ（富田林市）富田林RAC・河内長野RAC



 

 

２０１８－２０１９年度テーマ：「 ロータリーを伝える 」 

２月お誕生祝 

              

 

            ニコニコ箱 

 

本人誕生日・・・大林君・窪田（惇）君・栗本君・野島君・ 

                     宮本（保）君・吉村君 

奥様誕生日・・・岩橋君・前窪君 

事業所創立・・・藤田君・宮本（保）君 

入会記念日・・・北畑君・田中（章）君・林（芳）君 

 

三木君・・・クラブ協議会、例会 欠席おわび。 

吉村君・・・本日、古希をむかえました。 

島村君・・・明後日2月3日長女が大阪北御堂で仏式結婚式 

       です。 

窪田（惇）君・・・ちょっと良い事がありました。 

中村（和）君・・・IDM4班リーダー田中先生、戸井さん ご苦 

        労さまでした。ご利用ありがとうございました。 

柘植君・・・チャリティーミュージックソンへのご協賛ありがと 

       うございました。 

柴田君・・・会長・幹事会を欠席しました。北畑会員有難うご 

       ざいました。 

IDM残金・・・4班 

 

         計￥118,000-  累計￥1,920，040- 

２月お誕生祝の皆さんです。 

松原RAC 

②エコール・いずみ（和泉市）   高石RAC・堺RAC 

③いこらもーる泉佐野（泉佐野市） 岸和田RAC 

④ロマンシティ御坊（御坊市）   御坊RAC 

【内容】   ①400ml献血の実施 ②街頭での一般の方へ

の献血の呼びかけ*目標採血者数 200人（4箇所合計） 

2019年度2月のロータリーレートは、1ドル＝110円と本部よ

り連絡がありました。 

和歌山県国際交流協会より。 

外国人労働者映像制作事業の第２回目（4回シリーズ）の放

送日が決まりましたお知らせいたします。 

外国人労働者映像制作事業～未来につなぐ共生社会とは

～「介護老人保健施設  パインズドーム」（和歌山市） 

再放送日  2月1日（金）23：58～24：02 

再々放送日 2月2日（土）14：55～14：59  

街ネタ和歌山 5チャンネルご覧ください。 

ニコニコ掲示板に掲示しております。 

例会終了後、理事役員会を開催致します。理事役員の方

は出席宜しくお願い致します。 

長 寿 祝 

吉村利規会員が、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。 

 親睦活動委員会メンバー 



 

 

２０１８－２０１９年度テーマ：「 ロータリーを伝える 」 

卓 話 

「組 織 で 学 生 野 球 を

〝追球〟する。」 
～和大硬式野球部の 

  取り組み～ 
 

和歌山大学硬式野球部 

 監督  大 原  弘 様 

 

和歌山大学硬式野球部は、県内唯一の体育会系硬式野

球部です。 

一昨年、創部94年、連盟加盟68年目で初めて1部リーグで

優勝し、全日本大学野球選手権に出場。聖地神宮球場で

は強豪私学も撃破し、全国8強にも進出しました。 

どうして地方の国立大学がここまで躍進することができ、マ

スコミからも注目を浴びたのか。それは企業、ビジネスの世

界にも共通する、組織理念を創り、原理原則に則って強い

基盤を創り続けているからです。学生野球と言いながら、

実際には部員全員が選挙権のある大人、つまり社会人の

集まりです。モノの観方や考え方も常に大人レベルを求め

ています。「学生野球とは」、「目標、目的とは」、「人間力と

は」、そういうことを一つひとつ定義づけし、共通認識を持

つことで技術の向上と相乗効果を生んでいます。私が和大

野球部に感じた可能性は、野球の結果を残すことはもちろ

ん、オンリーワンの存在として、地元の財産になることがで

きるのではないかということでした。モノの観方、考え方を部

員たちも「観の能力」と呼び、それが和大野球部のすべて

と言っても過言ではありません。全国出場の数年前から私

たちは「ノーサイン野球」を〝追球〟しています。ノーサイ

ン野球とは、決して放任、奔放ではなく、日々の練習から

野球観を統一していきます。試合の流れを左右するすべて

のことに目を向けることが求められ、感性の乏しい選手に

は相当につらい野球スタイルです。監督から「こうしなさ

い。」と強制のサインが出ませんが、一人ひとりが高いレベ

ルで判断力、決断力、断行力を発揮しなければなりませ

ん。練習中でも常に話し合い、確認し合い、各自が役割を

自覚しで組織力を 大限に引き出す野球ですから、人とし

ての成長が不可欠です。 

今の時代、少子化、競技人口の減少など野球界には様々

な逆風が吹いています。野球王国唯一の大学野球部とし

てできることは数多くあります。それも学生野球の勝つこと

だけでないプラスαの真価です。これからも「目標は日本

一、目的は人としての成長」を根幹に据えて、地元和歌山

のみなさんに愛される大学野球部として活動していきたい

と思います。 

  ゴルフ同好会 

ゴルフ同好会、２月度月例、通算668回が2月3日（日）和

歌山カントリークラブにて開催されました。 
 

優勝は、石橋英二会員でした。 

 

今回は、2番ホールで戸井会員が見事ホールインワンを

達成！ 

 

次回 3月月例は、 ３月３日（日）和歌山ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞにて

開催しますので多数の方のご参加お願いします！ 



 

 

２０１８－２０１９年度テーマ：「 ロータリーを伝える 」 

ロータリー国際大会 


