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  ２０１９年４月５日（金） No.２７５７ 

 第２８1３回 例会 

 ○ 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 

 

  ４月１２日（金） 

 ○ ソング「みんなで大きな輪になって」 

         ―「親睦」・「奉仕」・「Ｉ ｓｅｒｖｅ」― 

 〇 卓話「がんを免疫力で克服する治療」 

      和歌山県立医科大学第2外科 

           勝田 将裕 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２９日（金） 

出席報告    会員７９名（出席規定適用免除会員１１名） 

 ３月２９日   出席５７名  ホームクラブ出席者７２．１５％ 

 ３月１４日   出席総数出席５１名（免除会員含み）確定出席率：６９．８６％ 

          （会員７９名 出席規定適用免除会員１１名（内出席５名） 

会長報告 

ガバナー     樫畑直尚  

幹事報告 

 昔から、「１月は往く、２月は逃

げる、３月は去る」と言います。

毎年のことながら、本当に実感

するところです。 

 日が早く過ぎる、という意味

で、大人が実感として、良く口に

するのが、「年をとると、一年過

ぎるのが早い」という言葉です。

ここにいらっしゃる皆様も日々、

それを感じていらっしゃると思い

ます。小学生の時はとにかく一年が長くて、新学期が始

まって、次の夏休みや冬休みがなかなかやって来ない、と

感じていました。それが今は、新年度４月になったと思った

ら、すぐゴールデンウイークがあって、お盆休みがあって、

あっという間に正月休みを向かえて、また「１月は往く、２月

は逃げる、３月は去る」・・・。その繰り返しで、５年、１０年が

アッという間に過ぎてしまいます。 

 この感覚の違いは何なのでしょうか。「大人は忙しいから」

と言いますが、子供もそれなりに忙しいのが現実です。一

つ自分なりに納得している理屈があります。それは、子供

の一年と大人の一年は客観的には同じ一年なのですが、

主観的には子供と大人では違ってくるということです。１０歳

の小学生の一年は、過ごしてきた人生の１０分の１に相当し

ます。一方６０歳の大人の一年は、過ごしてきた人生の６０

分の１に過ぎません。単純に１０歳の子供よりも６０歳の大

人は、一年が過ぎるのが６倍早く感じる、という理屈です。 

 先日、ある人と世間話をしている中でこの話になりまし

た。「歳を取ると一年が早い」というボヤキ話です。その人

の説は、歳をとると人間は物忘れが多くなってきて、一日の

中の出来事の中で忘れてしまうことが多くなる、例えば夕

べ食べたご飯のオカズを覚えていないとか、人の名前がで

てこないとか、記憶がまばらになってしまう。これが一月、

一年の単位になってくると、歳をとるほどその記憶がスカス

カになってきて、結果覚えている一年、感覚として記憶して

いる一年が短くなってしまう、という少し悲しくなる理屈なの

です。 

 自分の理屈も自分なりに納得していましたが、この方の

理屈も、最近の自分の物忘れの頻度を考え合わすと、なる

ほどと思う話でありました。 

 三木年度も残すところ、４，５，６の３か月となりました。「４

月は仕上げる、５月はごたごたしないで、６月は結ぶ」と行

きたいと思います。残り３か月、引き続き皆様のご協力をお

願いいたしまして、本日の会長報告といたします。 

2019年4月のロータリーレートは1ドル110円と本部より連絡

がありましたのでご報告いたします。 

近隣ＲＣ例会変更のお知らせ                      

サイン受付 

4月1日（月）和歌山ｱｾﾞﾘｱRC ｱﾊﾞﾛｰﾑ紀ノ国12：00～12：30 

4月2日（火）和歌山ＲＣ ﾀﾞｲﾜﾛｲﾈｯﾄﾎﾃﾙ和歌山4F12：00

～12：30 



 

 

２０１８－２０１９年度テーマ：「 ロータリーを伝える 」 

委員会報告 

卓 話 

             ニコニコ箱 

三木君・・・米山奨学委員会 栗本委員長カウンセラーよろし 

    くお願いいたします。楠部さんに写真をいただいて。 

岩井君・・・いよいよ今日から開幕です。三木会長 阪神優 

  勝できますか？橋本先生いつもありがとうございます。 

山田守君・・・岡山RC訪問ありがとうございました。 

藤林君・・・楠部さんに写真を頂きまして。岡崎さん先日はソ 

  ファを6階まで運んで頂いて申し訳ございませんでした。 

横田君・・・楠部さんに写真をいただいて。転勤になってしま 

       いました。長い間ありがとうございました。 

大林君・・・〇楠部さんに写真を頂いて。〇カラオケ同好会 

        4月2日開催です。よろしくご参加！！ 

庵田君・・・楠部さんにたぬきの写真頂いて。 

前窪君・・・楠部さんに写真頂いて！ 

今西君・・・楠部さんに写真頂いて。 

大山君・・・楠部さんに写真頂いて。 

井口（廣）君・・・楠部さんに写真をいただいて。 

村上君・・・楠部さんに写真をいただいて。 

毘舎利君・・・楠部さんに写真をいただいて。 

柴田君・・・楠部さんに写真をいただいて！ 

橋本忠通君・・・クスベさんに写真いただいて。 

江口君・・・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。 

白石君・・・楠部さんに写真を頂いて。 

宮本（保）君・・・楠部さんに写真を頂いて。 

上西君・・・写真をいただいて。 

山中君・・・2週連続欠席しました。 

4月 5日（金）和歌山中RCダイワロイネットホテル和歌山3F  

12：00～12：30 

4月15日（月）和歌山北ＲＣ ﾙﾐｴｰﾙ華月殿12：00～12：30 

4月17日（水）和歌山西ＲＣラヴィーナ和歌山12：00～12：30 

4月22日（月）和歌山アゼリアRCアバローム紀ノ国12：00～

12：30 

4月24日（水）和歌山東南ＲＣルミエール華月殿12：00～

12：30 

4月24日（水）和歌山西ＲＣ ﾗｳﾞｨｰﾅ和歌山12：00～12：30 

＊和歌山ＲＣ・和歌山東ＲＣのサイン受付は、ダイワロイ

ネットホテル和歌山の4階になります。 

＊和歌山中RCのサイン受付は、ダイワロイネットホテル和

歌山の3階レストランサンクシェール前になります。 

近隣ＲＣ例会休会のお知らせ 

4月4日（木） 和歌山東ＲＣ＊サイン受付はございません。 

2019年4月度例会プログラム予定表 

4月5日 （金）「なぜ撮るか？」写真家 照井四郎様 

4月12日 （金）和歌山県立医科大学第2外科  勝田将裕様 

4月19日 （金）会員卓話  山中静会員 

4月26日 （金） (株)未来図 代表取締役 藤戸照洋様                                 

親睦活動委員会  上西豊基委員長 

御二人の送別会の連絡です。 

〇横田恭史会員送別会 

4/11（木） 18：30～ 土風屋 

〇麻生幸次郎会員送別会 

4/24（水） 19：00～ ロイネット4階 

「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 
１ 事業承継対策が必要な背景とネットワーク 

・全国の中小企業数は、1999 年から 2015 年の 15 年間に

約 100 万社が減少し、今も、中小企業経営者の半数が廃

業を予定。 

・雇用や貴重な技術、有形無形の財産が失われることを防

ぐために、企業の経営及び資産の承継が円滑に行われる

よう支援することが急務の社会的課題。 

・このため、国が音頭を取り「後継者が決まっていない企

業」から「事業承継後の新しい事業にチャレンジする企業」

まで切れ目のない事業承継支援を2018年から10年間行う

こととされ、その推進機関として各都道府県に「事業承継

ネットワーク」を設置。 

・和歌山県においては、昨年7月に「和歌山県事業承継

ネットワーク」が発足し、現在、県内の中小企業支援機関や

金融機関、士業団体など58の機関で構成され、事業承継

の円滑な促進を図るため、啓発や情報提供、相談対応、支

援機関の連携構築を実施。 

 

２ 2018年度の活動 

・事業承継の重要性への気づき提供のため、ネットワーク

構成機関の金融機関や商工会・商工会議所が中心になっ

て事業承継診断活動を展開し、目標の倍となる4000件余り

の成果が上がったほか、ラジオや新聞広告、支援機関会

報誌などを活用したPR活動に力を入れた。 

・また、中小企業に対する事業承継支援のための専門家

派遣制度やネットワークメンバーの和歌山県事業引継ぎ支

援センターによる定期的な出張相談会や「創業を目指す起

業家、経営意欲のある希望者」と「後継者不在の会社や事

業主」を引き合わせ、事業引継ぎに向けた支援を行う「後

継者人材バンク事業」なども始まり、事業承継支援のため

のメニューが充実。 

 事業承継でお悩みの方やご相談のある方はお気軽に私

たち「和歌山県事業承継ネットワーク」にご相談を。相談は

無料・秘密は厳守です。 

米山記念奨学会様より奨

学生お世話クラブの委嘱

状と栗本勝彦様に奨学生

カウンセラーの委嘱状が

届きました。 

三木会長より栗本カウン

セラーに委嘱状をお渡し

致します。 


