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  ２０１９年４月１９日（金） No.２７５９ 

 第２８1５回 例会 

 ○ ソング「それでこそロータリー」 

 〇 卓話 

    「和歌山南ロータリークラブ 創立の思い出」 

           山中 静 会員 

 

  ４月２６日（金） 

 ○ ソング「こいのぼり」 

 〇 卓話 

    「ドローンの現状と可能性」（仮題） 

    (株)未来図 代表取締役 

            藤戸 輝洋 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   
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事務所 〒640-8215 和歌山市橋丁23 

          Ｎ-4ビル 2Ｆ 
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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 

前週の報告  ２０１９年４月１２日（金） 

出席報告    会員７８名（出席規定適用免除会員１１名） 

 ４月１２日   出席５７名  ホームクラブ出席者７３．０８％ 

 ３月２９日   出席総数出席６６名（免除会員含み）確定出席率：８９．１９％ 

          （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  

 本日は、先週理事役員会でご

承認をいただきました、青少年

育成委員会の奨学金支給につ

いてのお話をいたします。 

 過去のクラブ概況を調べてみ

ますと、豊田年度において、田

辺市の児童養護施設「ひまわり

寮」から和歌山県立医科大学

保健看護学部に進学予定の永

島安子さんをクラブで支援する

ことを検討する中で、当クラブ独自の奉仕事業を創設すべ

きとの機運も高まり、それを実現すべく次の島村年度にお

いて、大山パスト会長を委員長とする青少年育成特別委員

会を設置し、奉仕の対象を青少年に的を絞った育成基金

制度が創設され、永島さんに対する金銭的支援、月額５万

円の支援金の支給が始まりました。 

 野上年度において、和歌山市内に在住の湯川一枝さん

から当クラブに対して１０００万円の遺贈（遺言による贈与）

をしていただき、当クラブが負担すべき相続税を差し引い

ても青少年育成基金に７５０万円が積み増しされて、その

年度の決算において約１０００万円若の基金となりました。

さらに野村年度においては、一般会計から７５０万円を育

成基金に組み入れていただき、約１８５０万円の基金となり

ました。 

 そして、野村年度では、和歌山市内の児童養護施設、旭

学園から和工専の専攻科に進学希望の永廣君の支援を

決め、月額５万円への支援金を支給して、永島さんと併せ

て２名の支援を育成基金を利用して行いました。 

 この流れに沿って、三木年度においては、青少年育成

支援基金の利用、とりわけ奨学金制度の部分を和歌山市

児童養護施設等協議会のご意見、ご要望を踏まえ、青少

年育成委員会において、継続的な支援が可能となるような

制度設計を行い、奨学金規定等の案を取りまとめ、その案

に沿って奨学生の選考を実施し、今年度から当クラブの奨

学金として青少年育成支援基金から支給する運びとなりま

した。 

 児童養護施設の子供たちに進学のための金銭的支援を

継続的に行うこの事業は、養護施設の関係者からも大きな

期待を寄せられています。なによりも、この奨学金があるこ

とで、子供たちは、大学への進学を現実のものとして考え

ることができます。私たち南ロータリークラブが、子供たち

の夢を広げる切っ掛けになることができる事業です。今年

度の国際ロータリーのテーマは「インスピレーションになろ

う」です。子供たちにインスピレーションを与える事業とし

て、当クラブの独自の奉仕事業として、大切に継続してい

きたいと思いますので、皆様のご理解とご協力をお願いい

たしまして、本日の会長報告といたします。 



 

 

２０１８－２０１９年度テーマ：「 ロータリーを伝える 」 

幹事報告 

委員会報告 

◆青少年育成委員会 

野島好史委員長 

会長よりお話があったように和歌山市

内の児童養護施設を対象にした、新し

い奨学金制度がスタートしました。（こ

の事業はｲﾝﾀｰｱｸﾄを休止した後の青

少年育成委員会の柱の事業でもありま

す）これは和歌山市の児童養護施設から大学生や、専門

学校に進学する児童を対象として、要望があれば毎年基

本1名の新たな奨学生を和歌山南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞが支援する

と言う制度です。制度では4年生大学を想定しているので4

年目以降は4人の奨学生を支援することになります。 
 

さてこの新制度の第1号の奨学生が決定しましたのでお知

らせします。 

名前は前田希穂(ｷﾎ)さん。旭学園の児童で県立東高校か

ら、この4月に和歌山信愛短期大学保育科に進学されまし

た。 

奨学生を選考するにあたり今回から事前に「成績、自己ｱ

ﾋﾟｰﾙ文、施設からの推薦書、進学後の資金計画」を提出し

てもらい、その資料と選考委員5名による面接の結果で奨

学生を決定させていただきました。 

成績はもちろん優秀ですが何より決め手になったのは、な

ぜ保育科に進学したいのかという理由です。本人は物心

ついたころから旭学園に預けられ、それから十数年学園で

生活を送ってきました。小学生から中学、高校へと一般の

児童と同じように楽しいことも沢山ありました、しかい同じく

らい沢山のつらいこともあったはずです。そんなつらい時

期に寄り添ってくれた学園の先生にあこがれ、児童養護施

設の保育士の道を選びました。また自分なら同じ境遇の子

供たちの心を、誰よりも理解できると言う強い信念もあるよう

です。児童養護施設に戻りさみしい思いをしている子供た

ちを一人でも多く励ましていきたいという思いは、今回この

奨学金を実施するにあたり奨学生に一番求めている事と

合致します。と言うのも今回奨学金を支給する条件の一つ

が、将来この奨学金で夢をかなえられたら、それを自分だ

けのものにせず、例えば施設に戻り後輩の夢の後押しをす

るように努めるという一節を奨学金規定に設けているからで

す。それは体験談を話したり奨学金の相談にのったり、自

分のできる範囲の事でいいので、その気持ちを持ち続けて

①和歌山北ロータリークラブ創立40周

年記念式典を平成31年4月13日（土）

ホテルグランヴィア和歌山6Ｆにて式

典15時より祝宴17時～19時にて開催

されます。 

②本年度・次年度合同クラブ協議会

の開催のご案内 

日時：5月22日（水）18：30～  場所：木村屋 

議題：本年度の各委員会報告と次年度への引き続き事項 

③インターシティーミーティングのご案内 

日時：2019年4月20日 13：00～16：00 場所：ホテルグラン

ヴィア和歌山6Ｆル・グラン  講師： 平松亜寿香さん 

④例会終了後、60周年記念準備委員会を開催致します。

メンバーの方々の参加よろしくお願いします。 

連続出席表彰 

山中 静 会員５８年  

4月1日付で大阪に転勤さ

れる横田恭史会員より皆

様に退会のご挨拶があり

ました。 

退会の挨拶 

◆ロータリー情報委員会 

楠部和弘委員長 

連休のため早めにお知らせします。 

①前回第3回IDMの時検討頂いた南Ｒ

Ｃにふさわしい会員「候補」を次年度入

会に間に合うよう、早く推薦してください。 

②すでに各委員長にはFAX済ですが、第4回のテーマに

してほしい希望があれば早く連絡をお願いします。 

◆SAA・ソング委員会 

林芳史委員長 

例会場の喫煙テーブルを無くしては？

という意見が会員の方より寄せられまし

た。この件、5月度の理事会にて決定さ

せていただきます。宜しくお願いしま

す。 

◆雑誌・広報委員会 

柘植義信副委員長 

 

ロータリーの友 

4月号の紹介。 



 

 

卓 話 

橋本忠通会員より

勝田将裕様のご紹

介がありました。 

「が ん を 免 疫 力 で

克服する治療」 
 

和歌山県立医科大学 

 外科学第2講座 

 勝田 将裕 様 
 

がんに対する新しい治療法として「がん免疫療法」が開発

され注目されている。我々は、新規がん免疫療法として「が

んワクチン療法」を創薬するべく研究を進めている。がん免

疫において、我々の生体防御システムはがんに特異的に

発現する目印を確認することで、がんを「自分と違う異物」

と認識し攻撃する。がんワクチン療法とは、「がんの目印を

がん免疫の兵隊に教える」ことで、いわばがん免疫のアク

セルを踏んでがんを克服する治療法である。また、昨年

ノーベル医学賞を受賞した本庶佑先生らの研究の成果と

して、「がんに対する免疫チェックポイント阻害療法」が、そ

の新しい免疫を介したがんに対する治療機序と優れた有

効性から注目され開発が進められており、がん治療におけ

る薬物療法は大きなパラダイムシフトが起こっている。免疫

チェックポイント阻害療法は、いわばがんに対する免疫の

ブレーキを外すことでがんを克服する治療法である。今回

は、がんに対する「免疫」がどのようにがん細胞を認識し攻

撃するかをお話しし、その後、がんワクチン療法の仕組みと

特徴、がん免疫の司令塔である樹状細胞の役割、さらに開

発の現状と展望をお話しする。さらに、免疫チェックポイン

ト阻害剤ががん治療効果を示すしくみ、開発の展望や副

作用について、既存のがん治療薬との違いを概説する。が

ん免疫療法がん治療の主役になりつつある。 

ほしいと言う事なのです。 

そんなわけで、偶然ではありますが、この新奨学金制度に

まさしく相応しい児童と言うことで、選考委員会は全会一致

で前田さんを奨学生に決定しました。 
 

今までの経緯はこのような内容なのですが、ここで皆さんに

お願いがあります。 

この和歌山市内の児童養護施設を対象にした奨学金の正

式な名前がありません。そこでこの名称を公募したいと思い

ます。メールでもFAXでもいいので思いつきましたら名称を

事務局に送ってください。期間は5月中くらいまででお願い

します。 
 

それともう一つ、この奨学金を継続するにあたり以下のよう

に予算を考えました。 

まず奨学金の月額が一人4万円、年間で48万円が必要に

なります。さきほど話したように 

4人の奨学生をかかえると48万円×4＝192万円の予算が

必要になります。 

これに対して青少年育成支援特別会計の64万に、今年の

場合は一般会計から96万繰入（100万ドルの食事分）160万

を計上しています。おそらくこれはｲﾝﾀｰｱｸﾄを実施し、奨学

生を一人支援していた時期と同じ程度の予算だと思いま

す。しかしそれでもなお30～40万が不足します。もちろん

青少年育成基金を取り崩しても良いのですが、青少年の支

援は養護学校だけに留まりません。できれば基金はそれ以

外の青少年支援、例えばｽﾎﾟｰﾂや音楽に対する支援等、

が出てきたときに温存しておきたいとの思いもあります。 

そこで皆様には奨学金を対象にした会員寄付をお願いし

たいと思います。具体邸な内容は後日発表しますのでよろ

しくお願いします。 

              

             

 

             ニコニコ箱 

 

本人誕生日・・・西村君・前窪君 

事業所創立・・・金谷君・中村（真）君 

入会記念日・・・大山君・山中君 

皆出席表彰・・・山中君 

 

井口（廣）君・・・勝田先生ようこそ、ありがとうございます。 

大山君・・・待望の初孫が生まれました。 

横田君・・・長い間お世話になりました。いつも楽しく過ごさ 

      せていただきました。これからは、まじめなサラ 

      リーマンに変身します。 

橋本忠通君・・・勝田先生 本日はありがとうございます。 

野村君・・・新しい奨学金制度よろしくお願いします！ 

岩井君・・・横田さん、なき後もビールはアサヒで。 

       大林さん、10時間前までおつきあい頂きありが 

       とうございました。 

戸井君・・・田辺さん ごちそうさまでした！ 

 

         計￥51,000-  累計￥2,582,040- 

２０１８－２０１９年度テーマ：「 ロータリーを伝える 」 

親睦委員会メンバー 



 

 

２０１８－２０１９年度テーマ：「 ロータリーを伝える 」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ゴルフ同好会 

ゴルフ同好会、４月度月例、通算670回が4月14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、岩本 研会員でした。 

 

次回 5月月例は、 5月12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！ 

台湾岡山ＲＣ訪問2 


