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2019年３月 第２週 

  

  ２０１９年３月 ８日（金） No.２７５３ 

 第２８０９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「 WARP活動のご紹介」 

    阪和電子工業株式会社 

    代表取締役 長谷部 巧 様 

 

  ３月１４日（木） 

 ○ ソング「春が来た」 

 〇 卓話「 近年のR I 」 

    国際ロータリー第2800地区 

     パストガバナー 藤川 享胤 様 

        〈鶴岡ロータリークラブ〉 

 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３月 １日（金） 

出席報告    会員７９名（出席規定適用免除会員１１名） 

 ３月 １日   出席５８名  ホームクラブ出席者７３．４２％ 

 ２月１５日   出席総数出席５４名（免除会員含み）確定出席率：７２．９７％ 

          （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  

 今週の火曜日、当クラブが

提供しています和歌山放送

の「人間万歳！」に和歌山県

警生活安全企画課の崎口警

視が出演していただきまし

た。この「人間万歳！」は今年

で９年目を迎える当クラブの

継続事業の一つです。 

 今回、和歌山県警の崎口警

視にご主演いただいたのは、

今年度の社会奉仕委員会の事業であります「ドライブレ

コーダー取付け推進キャンペーン事業」の一環として、和

歌山県警との間で締結しました「和歌山県の安全安心まち

づくりのための協定書」のご縁で出演をしていただきまし

た。番組の中で、この協定書の事、当クラブのドライレコー

ダー取付け推進キャンペーンの事もお話しいただき、ラジ

オ放送を通じてあらためて、和歌山南ＲＣはそんな活動も

しているんだ、という対外広報ができたことをご報告いたし

ます。 

 崎口警視は、パーソナリティーの質問に答えて、「和歌山

南ＲＣに対しては、走る防犯カメラであるドライブレコーダー

の取付け推進キャンペーンを通じて、安心安全のまちづく

りの正に中核となる子供の安全確保のための見守り活動

や、安全運転に対するドライバーの意識向上、そして交通

マナーの向上のための活動、そして記録データの可能な

限りの有効利用の推進を、強く期待しています。」とのコメ

ントがありました。その期待にはしっかりと応えていく必要が

あるところですが、クラブの事業としての取り組みは、ロータ

リーには奉仕事業の単年度しばりという原則がありますの

で、同様のキャンペーンを次年度以降実施していくことは、

次年度以降の会長・幹事、そしてその時の理事役員会の

判断となるので、お約束はできない旨を、出演お礼のお電

話で崎口警視のお伝えし、ご理解をいただきました。しか

し、併せて、クラブ全体での活動としての取り組みはできな

いが、個々のロータリアン一人一人が、安全運転を心がけ

ることはもちろん、「子供の見守り」という意識を持って車を

運転することで、「安心安全のまちづくりのための協定書」

の趣旨に沿った日々の社会奉仕活動をさせていただくこと

をお約束させていただきました。 

 ドライブレコーダー搭載のステッカーを制作・配付してか

らほぼ半年が経過しました。この事業の内容、趣旨を思い

返す意味を込めまして、本日の会長報告としてお話をさせ

ていただきました。一人一人の心がけ、「アイ・サーブ」の部

分でこの事業を継続していきたいと考えますので、引き続

き皆様の御協力よろしくお願いいたします。 



 

 

２０１８－２０１９年度テーマ：「 ロータリーを伝える 」 

委員会報告 

毎日新聞3月1日朝刊に先週

例会に出席していただいた菅

田さんの記事が掲載されまし

た。 

ご存知の様に菅田さんは全盲

のピアニストで今年、星林高校

を卒業し東京大学教育学部に

入学することとなりました。 

大学では教育制度を学び、将

来は国連教育科学文化機構

（ユネスコ）で働きたいとのことです。是非とも頑張っていた

だきたいと思います。 

外国人労働者映像制作事業～未来につなぐ共生社会と

は～第4回目が再放送3月1日（金）23：58～24：02 再々放

送3月2日（土）14：55～14：59に放映されます。街ネタ和歌

山5チャンネルを是非ご覧ください。 

3月のロータリーレートは110円となりました。 

例会終了後、理事役員会を開催いたします。理事役員の

方々は出席を宜しくお願い致します。  

国際交流委員会 

水城 実委員長 

いよいよ台湾岡山との交流旅行

の日が近づいて参りました。3月

15日から17日まで先方のご家族

の皆様と楽しく親睦と交流を

図ってまいりましょう。 

尚、向こうでの行程は全て岡山

ＲＣにお任せしていますので参

加者の皆様からニコニコ献金に

ご協力頂きたくよろしくお願い申し上げます。 

卓 話 

連続出席表彰 

南方康治会員３０年  

「変化する社会におい

て看護職は何ができる

か」 
 東京医療保健大学  

 和歌山看護学部 

 八島 妙子 様 

 

医療の進歩により多くの命が救われる時代になりました。

看護職の多くは病院で活躍していますが、高度な専門医

療の必要な人、病を抱えて生活を送られる人など看護の

対象となる人々は多様な価値観やニーズを持ち、生活や

療養の場は多岐にわたっています。高齢化に伴い医療や

介護の需要が増加することが見込まれ、わが国ではその対

応策として医療は「病院完結型」から、住まい・医療・介護・

予防・生活支援が一体的に提供される「地域包括ケアシス

テム」に舵を切りました。「時々入院、ほぼ在宅」という状況

といわれています。 

看護職は、多くの専門職やサポートされる方々と連携し

て人々の健康生活を支えていくことになります。多様で複

雑な状況にある人が急増する中で、看護師には高い能力

が求められ、そのために看護基礎教育の強化が不可欠で

す。4年間の看護基礎教育において、教養教育で人間とし

ての視野を広げ、「複数の疾患・背景をもつ患者への看

護」を見据えた教育と同時に、多職種との連携にあたって

調整役もできるような教育が必要と考えます。 

看護師の業務は「療養上の世話」と「診療の補助」です

が、その解釈はどのようにされているでしょうか。看護師は、

特定行為研修制度により「医行為」である「特定行為」に業

務を拡大して在宅医療を支える役割を果たしていこうとして

います。他職種も業務拡大しており、専門職間の業務の重

なりができています。効率よく効果的に一人の人生を支え

ていけるような隙間のない仕組みづくりと調整に、看護職は

力を発揮していけると思っています。 

幹事報告 

田村公之会員より本

日のゲスト八島妙子

様のご紹介がありまし

た。 



 

 

             

              

                     

 

                           ニコニコ箱 

 

 

本人誕生日・・・井口(廣)君・柴田君・林（芳）君・毘舎利君・ 

                      宮下君・雑賀君・山田（昭）君 

奥様誕生日・・・井口（廣）君・石橋君・柴田君・坂東君・ 

                      前田君 

事業所創立・・・岩井君・大桑君・大林君・三木君・藤林君 

入会記念日・・・岩井君・大桑君・栗本君・野村君・ 

                     毘舎利君・水城君・南方君 

皆出席表彰・・・南方君 

 

田村君・・・八島妙子先生をお迎えして。 

三木君・・・我が耐久高校の先輩である八島様をお迎えで 

                きて。卓話よろしくお願いします。 

窪田（哲）君・・・麻生さん柘植さんに記事掲載いただきまし 

                      て。 

前嶋君・・・野村会員、江口会員 ロータリー財団への寄付 

                ありがとうございます。 

山田守君・・・楠部さんに写真を頂いて！ 

北芝君・・・楠部さんに写真頂いて。 

北畑君・・・楠部さんに写真をいただいて。 

林（芳）君・・・楠部さんに写真を頂いて。 

宮本（保）君・・・豊田会員、楠部会員に写真を頂いて。 

藤林君・・・楠部会員に写真を頂きまして。 

岩本君・・・長期欠席おわび。 

 

２０１８－２０１９年度テーマ：「 ロータリーを伝える 」 

3月お誕生祝 

       

 

 

 

 

 

            みんなで大きな輪になって 

     ― 「親睦」・「奉仕」・「Ｉ ｓｅｒｖｅ」 ― 

 

              作詞・作曲 三木菊夫 

                 編曲 宮下直子 

     

                   手をつなぎ 歌をうたい   

                  信じ合い 学び合う  

                  みんなで大きな輪になって 

                   我ら和歌山南ロータリークラブ 
 

         みんなのため 社会のため 

         世界のため 子供のため 

         「職業奉仕」が合言葉 

         我ら和歌山南ロータリークラブ 
 

         手をつなぎ 歌をうたい 

         愛を語り 夢をつむぐ 

         一人一人がロータリー 

         我ら和歌山南ロータリークラブ 

         一人一人のロータリー 

         我ら和歌山南ロータリークラブ 

三木会長 作詞・作曲

のクラブソング♪ 



 

 

２０１８－２０１９年度テーマ：「 ロータリーを伝える 」 

https://www.rotary.org より 


