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2019年５月 第２週 

  

  ２０１９年５月１０日（金） No.２７６１ 

 第２８1７回 例会 

 ○ ソング「君が代」・「奉仕の理想」 

 〇 卓話 「なぜミャンマーなのか？」 

     日本ミャンマー豊友会 

      理事長 近藤 秀二 様 

 

 

  ５月１７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「わが社の外国人雇用の取組について」 

          野村 壮吾 会員 

 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４月２６日（金） 

出席報告    会員７９名（出席規定適用免除会員１１名） 

 ４月２６日   出席51名  ホームクラブ出席者６４．５６％ 

 ４月１２日   出席総数出席６３名（免除会員含み）確定出席率：８６．３０％ 

          （会員７８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  

幹事報告 

 さる４月１４日から１８日の４日

間、アメリカのシカゴにおいて

規定審議会が開催されまれ、２

６４０地区から提出された制定

案が一部修正はありましたが、

採択されたというニュースが飛

び込んでまいりましたので、こ

の詳細を皆様にご報告いたし

ます。 

 現在、地区の意思決議機関

としては、地区大会と地区立法案検討会の二つがありま

す。地区大会は、毎年、ガバナーと地区内クラブの過半数

の会長の合意によってその開催日時、場所が決定されま

す。地区立法案検討会は、国際ロータリー細則の規定では

ガバナーが唯一の開催決定権者であると、定められていま

した。ですので、地区内の重要な事柄について多数のクラ

ブが意思統一したい、地区運営に対してガバナーに物申

したいとしても、ガバナーがＹｅｓと言わない以上、細則上有

効な会議を開催することができない、という非常に非民主

的な組織運営を地区内クラブは強いられていたわけです。

もっともそれは、ロータリーが非民主的な組織ということでは

なく、多数のクラブの意思を尊重しない横暴なガバナーが

現れることなど、もともと想定していなかったと考えられま

す。そのために、当地区における所謂「地区問題」を解決

するに際して、有効に組織決定した地区内クラブの意見

を、ガバナーに突き付けることに、非常に苦労したという経

緯がありました。 

 そこで、今後そういうことが無いように、つまりガバナーに

地区の会議を開く意思がなくても、地区内クラブの３分の１

以上の会長が、会議の目的である事項を示して地区立法

案検討会を招集する請求をガバナーに提出したときは、ガ

バナーは請求のあった日から８週間以内に地区立法案検

討会を開催する、との改正案を２６４０地区から今次の規定

審議会に提出をしたのです。 

 結果は、「地区内クラブの３分の１以上の会長の招集請

求がったとき」を「地区内の過半数のクラブの招集請求が

あったとき」と一部修正され、賛成４４２票、反対６５票という

圧倒的な支持を得て、採択されたということです。 

 歴史を振り返って、民主主義というものは、お上から与え

られるものではなく、自分たち市民が勝ち取っていくもの

だ、と言われます。まさに今回の２６４０地区の一連の騒動

から、より民主化された地区立法案検討会の招集手続が

生まれたと、評価できると思います。 

 以上、本日の会長報告といたします。 

2019～2020（山田年度）の和歌山南ロー

タリークラブ委員会名簿（案）をメンバー

ケースに入れておりますので、ご確認し

てください。 

 

近隣ＲＣ例会変更のお知らせ  

日付   RC  場所     サイン受付               



 

 

２０１８－２０１９年度テーマ：「 ロータリーを伝える 」 

5/13和歌山アゼリアRC アバローム紀ノ国 12：00～12：30 

5/15和歌山西ＲＣ    ラヴィーナ和歌山  12：00～12：30  

5/22和歌山西ＲＣ    ラヴィーナ和歌山  12：00～12：30 

近隣ＲＣ例会休会のお知らせ 

 5月27日（月）  和歌山北ＲＣ 

 5月29日（水）  和歌山東南ＲＣ 

 5月29日（水）  和歌山西ＲＣ 

 5月30日（木）  和歌山城南RC 

 ＊サイン受付はございません。 

 4月29日（月）～5月6日（月）までは、各クラブ祝日休会で

す。（当クラブ 5月3日（金）も含む） 

2019年5月度例会プログラム予定表 

5/3（金）   祝日休会 

5/10（金）「なぜミャンマーなのか？」 

      日本ミャンマー豊友会理事長 近藤秀二様    

5/17（金）「わが社の外国人雇用について」野村荘吾会員 

5/24金） 第4回I・D・M 発表 

5/31（金）「ロボット胃癌手術について」 

      和歌山県立医科大学第2外科尾島敏康様 

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。 

氏名：藤岡 総（フジオカ サトシ）会員 
生年月日：昭和４１年5月19日生まれ星座おうし座 

職 業  ：アサヒビール株式会社和歌山支店支店長 

家族構成妻・息子 

趣  味  ：ゴルフ 

一口メモ：和歌山で初めての勤務です。皆様のご指導と 

      ご支援を何卒よろしくお願い申し上げます。 

新入会員 

南方康治会員より藤岡会員の

ご紹介がありました。 

三木会長よりクラブ会員の

七つ道具をお渡しします。 

長期青少年交換学生 

今年度、長期青少年交換受入学生のSakuraさんより近況

報告がありました。 

三木会長より Sakuraさんに黒帯がプレゼントされました。 

4月24日Birthdayを迎えたSakuraさん ケーキでお祝い☆ 

樫畑カウンセラーからもSakuraさんの最近の様子をお話し

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 

 

本人誕生日・・・岩本君 

 

和歌山アゼリアRC藤戸輝洋様・・・南ロータリーの皆様 今 

               日は卓話をさせていただきます、アゼリアRCの 

              フジトです。私の子供の頃父が南ロータリーの 

              メンバーでした。その当時和歌山市と米国ベー 

              カースフィールドの姉妹都市調印で渡米したのを 

              覚えています。 

              本日はドローン卓話よろしくお願いします。 

三木君・・・サクラさん黒帯おめでとう！ 

南方君・・・藤岡さんを紹介して。 

樫畑君・・・さくらちゃん黒帯おめでとう。 

前窪君・・・サクラちゃん初段オメデトウ！！ 

岩本君・・・藤戸さんをお迎えして。 

前嶋君・・・田中祥博会員ロータリー財団寄付ありがとうご 

               ざいます。 

白石君・・・羽田で樫畑さんに偶然お会いしてそのまま関空 

               から当ホテルまで車で送っていただきました。 

               樫畑さん有難うございました。 

畠中君・・・平成最後の例会に出席出来まして。 

岩井君・・・三木会長 阪神3連勝おめでとうございます。 

               橋本先生ごちそうさまでした。 

               令和になってもよろしくお願い致します。  

藤林君・・・橋本先生、岩井先生、毘舎利さん ごちそう様で 

                した！ 

戸井君・・・橋本先生ごちそう様でした。 

 

         計￥30,000-  累計￥2,650,040- 

４月お誕生祝 卓 話 

「ドローンの現状と可

能性」 
 

株式会社未来図 
代表取締役 

藤戸 輝洋 様 
（和歌山アゼリアロータリークラブ） 
 

ここ数年ドローンという言葉をよく聞かれると思います。また

テレビを見てもドローンで撮影された映像が流れない日は

有りません。 

 ドローンは空撮を始めとして、今は測量、高所点検、災害

時状況調査、農薬散布 

荷物運搬などにも利用範囲が広がっています。今後もアイ

デアしだいでは更にいろんな分野への利活用が進んでい

く状況にあります。 

 こんなに身近になったドローンですが現在は2015年12月

10日に施行された改正航空法によって飛行できる空域や

飛行させる方法でドローンを飛行させる事に規制がありま

す。 

 

 岐阜県でドローンから下にいる子どもたちにお菓子をバ

ラ撒くイベントでドローンが墜落して数名の負傷者が出る事

故が有りました。通常イベント上空ではドローンの飛行は禁

止されていますが国土交通省の飛行許可を取ってはいた

のですが、後に許可を取得したのとは別の機体で事故を

起こしたのが発覚しました。このためその後イベント上空の

飛行許可の取得は大変厳しくなりました。 

 

 その他の分野でもドローンの利用が進むためには安全を

担保した上での法律の規制緩和が必要になると思います。

特にドローンはGPS、気圧計、コンパス、ジャイロ等のセン

サーで自立制御をするため昔のラジコン程操縦技術は難

しくは有りませんが、逆に航空法、電波法等の法律や気候

等の自然の風や気候等の色々な知識が必要になります。 

 国土交通省に飛行許可の申請をする時にも1.操縦技術

2.ドローンの運航知識3.ドローンの10時間以上の操縦経験

が求められます。 

皆さんも今後ドローンを運用される時は、是非この事を踏ま

えて運用されます様にお願いいたします。 

4月お誕生日祝の岩本 研会員とSakuraさんです。 



 

 

２０１８－２０１９年度テーマ：「 ロータリーを伝える 」 

2018-19年度 第８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４月２３日（火） 14：00頃～約20分 

出 演 者：福祉車いす着付師 宇治田 いさ子 様 

テーマ：「福祉車いす着付師について」 

ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨｰ：小田川和彦さん 

第37回フィッシング(4/29)

＆グルメ会(4/30)を開催し

ました。 

海水温が低く釣りが難しい

なか、山田丸でガシラ50匹

を釣りました。 

また水城会員が加太の最

高魚「アコウ」を釣りました。 

グルメ会も、魚の華で盛大

に行いました。 

報告者：山田F&G同好会

F & G 同好会 

第１２２回例会 5月７日（火） 次回開催日 6月4日（火） 

カラオケ同好会 


