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  ２０１９年３月２９日（金） No.２７５６ 

 第２８1２回 例会 

 ○ ソング「 花 」 

 〇 卓話「和歌山県における事業承継について」 

    ～和歌山県事業承継ネットワークの活動～ 

    和歌山県事業承継ネットワーク事務局 

      承継コーディネーター 

            藤森 弘之 様 

 

  ４月 ５日（金） 

 ○ ソング「君が代」・「奉仕の理想」 

 〇 卓話「 なぜ 撮るか？」 

      写真家 

          照井 四郎 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  ２０１９年３月２２日（金） 

出席報告    会員７９名（出席規定適用免除会員１１名） 

 ３月２２日   出席５４名  ホームクラブ出席者６８．３５％ 

 ３月 ８日   出席総数出席５７名（免除会員含み）確定出席率：７９．１７％ 

          （会員７９名 出席規定適用免除会員１１名（内出席４名） 

会長報告 

ガバナー     樫畑直尚  

 本日の会長報告は、台湾訪

問、岡山ＲＣのお話しをさせて

いただきたいと思います。 

今回、南クラブから１８名の

会員と庵田会員の奥様、合計１

９名で台湾を訪問してまいりまし

た。岡山ＲＣからは会員２２名と

１４名の奥様方が参加され、総

勢５５名で台湾の北東に位置す

る宜蘭という温泉の街を中心に親睦旅行をしてまいりまし

た。 

 初日から 終日まで、熱烈歓迎を受けてきました。それ

は単に美味しいものをご馳走になったとか、沢山お土産を

いただいたとかの即物的な意味ではなく、精神的情緒的に

満足をもたらす熱烈歓迎でした。言葉が上手く通じ合わな

い分よけいに心と心で意思疎通をしようとして感情が過敏

になってしまうのか、胸が熱くなる、そういう思いでありま

す。 

 その熱い感謝の気持ちを参加者として、クラブとして、ど

のようにお返しをしたらいいのか、移動のバスの中で、ホテ

ルのロビーで、旅行中にもかかわらず熱い議論にもなりま

した。この件は今後クラブの中でも議論をしていきたいと思

います。 

 いずれにせよ、一番熱い思いを感じていたのは、昨年

度、岡山ＲＣの皆様を熊野・白浜・大阪・京都とご案内した

その経緯もあって、昨年度の会長・幹事の、野村会員と毘

舎利会員であったと思います。 

 毘舎利会員が言っておりました。空港での別れ際、岡山

の皆様から見送りを受けて、 後まで手を振ってくれてい

て、どのタイミングで後ろを向いてゲートに向かって歩いた

らいいのか、本当に困ったよ、と。まさに、毘舎利会員にし

ても、「後ろ髪を引かれる思い」だったようです。 

 岡山ＲＣは来年５５周年を迎えるそうです。記念式典は来

年３月１４日と決まっております。岡山の皆様の熱い心に応

えるためにも、来年も今年以上の人数で訪問したいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

第9回理事役員会・議事録をニ

コニコ掲示板に掲示しておりま

すのでご確認ください。 

3月15日～17日の日程で台湾に

て、台湾岡山ＲＣと交流を行っ

てまいりました。 

特に病気、事故等もなく参加者

全員、無事に帰って来ました。 

台湾岡山ＲＣの名簿録を頂きま

した。受付に置いておりますので、お持ち帰り下さい。 

和歌山市内9ＲＣ インターシティーミーティングが4月20日

幹事報告 

ビジター 

和歌山RC・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３名 



 

 

２０１８－２０１９年度テーマ：「 ロータリーを伝える 」 

委員会報告 

卓 話 

PM1.00～4.00の時間で開催されます。開催場所：ホテルグ

ランヴィア和歌山6Ｆル・グランＣ 

出欠表を回覧させて頂きますので宜しくお願い致します。  

①国際交流委員会 

水城実委員長 

去る3月15日から17日まで台湾岡山

ＲＣとの国際交流を台北にて行って

参りました。当方19人、台湾36人総

勢55人で2泊3日の旅行を楽しみまし

た。 

今回は家族旅行に同乗する形で今までに行ったことのな

い台湾の観光地に行くことが出来、共に様々な体験をする

ことで一層友情を高めることが出来ました。 

次年度は3月14日の台湾岡山ＲＣの55周年記念式典に参

加すべく予定しています。皆様ふるってのご参加よろしくお

願い申し上げます。 

②雑誌・広報委員会 

井口善隆委員長 

ラジオ放送「人間万歳（本年度第9

回）」のご案内 

 

 

 

日 時 3月26日（火） 

「小田川和彦の全開！火曜日」 

の中で午後2時頃～約20分 

出 演 マジカルミュージックツアー実行委員会 

     顧問 道本 浩司 様  協力 西 祥文 様 

テーマ マジカルミュージックツアーという試みについて 

皆様、是非聞いていただけますようお願いします。 

「私とお能」 

 山田 昭子 会員 
  

 大 阪 城 公 園 内 に 新 劇 場

「クールジャパンパーク大阪」

がオープンするという新聞記

事を見ました。 

 現代的設備の二つの劇場の

会場記念に、五月の御代替わ

りを祝い古典芸能の一つ能楽の「翁」が演じられるそうで

す。 

 能楽は600年の歴史がありますが 今までに大きな変化も

なく型や文章を守り現在につないでいますし、徳川時代に

は武家の式楽に用いられたということで もだと思います。 

 私は三十代初めに 主人の仕事で二年程 米国に住む

機会をもちましたが、その折に強く感じたのが 自国の文

化についての不勉強でした。 

 帰国語、和歌山に落ち着いてから 近所にお住まいの喜

多流能楽師松井彬先生に師事し、謡曲や仕舞の稽古を続

けて40年がたちました。仕舞は特に楽しく、一つの型で月

や山、それに魚などを表しますが 演者の個性や技量で同

じ情景が変わってみえます。 

 又 能舞台は観客席の中ほどまで大きく張り出し、幕もな

く、始め終りの挨拶もありませんので観客と一体になりやす

い作りになっています。 

 演能には舞い手、脇の僧、囃子方（笛、小鼓、大鼓等）謡

INTERCITY  MEETING 

和歌山ロータリークラブ様より副会長：池内茂雄様、I.M.実

行委員長：垂井一様、S.A.A.：田村歓彰様が2019年4月20

日（土）午後1時～4時ホテルグランヴィア和歌山6階ル・グ

ランCにて開催されるインターシティミーティングのPRにお

越し頂きました。 



 

 

２０１８－２０１９年度テーマ：「 ロータリーを伝える 」 

             ニコニコ箱 

事業所創立・・・大工君 
和歌山RC：垂井様、池内様、田村様 
           ・・・IMの宣伝にこさせて頂いて。 
三木君・・・〇台湾から皆無事に元気で帰国できました。 
       〇昨日思わぬ所で庵田さんにお会いして、お世 
        話になりました。 
豊田君・・・台湾訪問の際、島村さんにサイフを拾っていた 
       だいたり、お世話になりました。 
庵田君・・・無事、台湾の山から帰ってまいりました。 
       皆様アリガトウ！！ 
柴田君・・・台湾岡山RC訪問有難うございました。  
水城君・・・台湾岡山RCとの交流行って来ました。 
       皆様ありがとうございました。 
樫畑君・・・橋本先生にお世話になりまして。 
       台湾訪問団お疲れ様でした。 
岩井君・・・岡山楽しかったです。水城先生、国際の皆様お 
       世話になりました。大林さんごちそうさまでした。 
林（芳）君・・・台北で凄い歓待を受け体重が2Kg増加しまし 
        た。皆様お疲れ様でした。 
戸井君・・・訪台でお世話になった皆様に感謝！岩井先生、 
       送迎いただきありがとうございました。 
大工君・・・台湾たのしかったです。お酒はきつかった～ 
北芝君・・・大林さんにお世話になりました。 
前嶋君・・・チョット良い事があって。 
         計￥44,000-  累計￥2,332,040- 

卓 話 

「介護業界における

今後の課題」 

 宮本 保志 会員 
 

 私がこの和歌山南ロータリー

クラブに入会をさせていただき

早8か月になります。 

今回、卓話の機会を与えていただき、まずはわたくしの

「業」を紹介させていただきたいと思います。 

 私が和歌山南ロータリークラブに入会させていただいて

いる職業分類は「老人介護施設」ですが、この分野は株式

会社松鶴という法人で運営をしております。また、この法人

のほか船舶代理店事業と、在宅介護事業を行うハーバー・

エンタープライズ株式会社に加え、中国大連に中国での

介護事業のコンサルタントや、介護教育を行っている大連

松鶴健康信息咨询有限公司があります。 

 次に、今後の介護業界における課題についてお話をさ

せていただきます。 

まず、全世界に類をみない少子高齢社会を迎え、今後増

え続ける高齢者を支えてゆくためには、それに対応する介

護職員が必要です。 2025年時点の職員需要予測は全国

で37万７千人が不足するといわれています。和歌山県にお

いても約４千人が不足すると予測されています。これらの背

景には、介護職員自体の高齢化、離職率の高さ、若年労

働者の不足に加えて介護職を希望する人材の減少があり

ます。 

この問題に対応するために、国の施策として、介護職員の

処遇改善、多様な人材の確保や育成、離職防止や介護職

の魅力向上に加え、人工知能（ＡＩやIoT）等に懸命に取り

組んでいますが、それでも５万人が不足すると試算されて

います。これら５万人を充足させるための施策として外国人

労働者がクローズアップされています。今後は介護事業に

おいても積極的に外国人労働者の雇用に取り組む必要が

あります。 

い手8名に後見役2名と総勢15～16名でつとめます。 

 和歌浦の万葉薪能も 年々観客数が増えて昨年は千人

を越す盛況でした。 

 伝統芸能が末長く愛されることを祈っております。 

2018-19年度 第９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：２０１９年３月２６日（火） 14：00頃～約20分 

出 演 者：マジカルミュージックツアー実行委員会 

            顧問 道本 浩司 様 協力 西 祥文 様 

テーマ：「マジカルミュージックツアーという試みについて」 

ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨｰ：小田川和彦さん 



 

 

２０１８－２０１９年度テーマ：「 ロータリーを伝える 」 

２０１９岡山ロータリークラブ訪問  

2019年3月15日~17日の日程で姉

妹クラブの台湾の岡山ＲＣを総勢

１９名で訪問し、熱烈歓迎を受け

親睦を深めてきました。 


