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  ２０１９年５月３１日（金） No.２７６４ 

 第２８２０回 例会 

 ○ ソング「ロータリーって何だろう」 

 〇 卓話「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 

 

 

  ６月 ７日（金） 

 ○ ソング「君が代」・「奉仕の理想」 

 〇 卓話「地区に出向させていただきます」 

             北畑 博史 会員 

             水城  実   会員 

             栗本 勝彦 会員 
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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５月２４日（金） 

出席報告    会員８０名（出席規定適用免除会員１１名） 

 ５月２４日   出席５２名  ホームクラブ出席者６５．００％ 

 ５月１０日   出席総数出席７４名（免除会員含み）確定出席率：９６．１０％ 

          （会員８０名 出席規定適用免除会員１１名（内出席８名） 

会長挨拶 

ガバナー     樫畑直尚  

   本日は、新済州ＲＣ訪問の

お話しです。今回は７名という

少数精鋭での訪問となりまし

た。日韓の間の政治的な諸問

題、それ対する韓国政府の首

を捻るような対応等、世間には

「嫌韓」というムードが漂う中で

の訪問で、当クラブの中におき

まして、「本当に済州に行くの

か」「やめたらどうよ」とか、の声も聞こえてまいりました。そう

いう空気もあって、無理やりに訪問人数を増やさずに７名で

訪問した次第です。これも当クラブの、新済州ロータリーク

ラブに対する一つのメッセージになったものと思います。実

際に、新済州ＲＣのジャンさんが、南クラブから姉妹クラブ

打ち切りを言われないか心配していた、との話も耳にしまし

た。一部には、「反日」の雰囲気を感じた場面もありました

が、私たちのお世話をしていただいたメンバー約１０名程

は、相変わらず友好的で、『国は国、ロータリーはロータ

リー』とのスタンスで心よくもてなしていただきました。 

 今回の訪問では真面目な会議も２度開き、新済州ＲＣが

提案されている共同で行う国際奉仕事業のお話を聞いて

まいりました。その話は後ほど委員会報告で水城委員長か

らお話しがありますので、私からはこの旅でのエピソードを

土産話としてご披露することにします。だいたい、旅の話に

は失敗談が付きもので、今回も、仕出かした方々がいらっ

しゃいました。 

 一人めは、山田次年度会長。期限切れの古いパスポート

を間違って持ってきてしまい、危うく出国できないところでし

たが、時間内にパスポートが家から届き、なんとか一緒に

済州島に向かうことができました。 

 次に仕出かしたのが毘舎利理事です。飛行機に乗って

席に着くなり、「携帯電話がない」と。結局のところ関空に向

かうバスの中に置き忘れていたことが、旅の最終日に分

かってこちらも事なきを得たのですが、旅の最中ずーっと

浮かない顔の毘舎利さんでありました。 

 出だしからトラブル続きで、みんな気を付けましょうと声を

掛け合っていたにもかかわらず、次に仕出かしたのは実は

私でした。パスポートから現金貴重品全部を入れたウエス

トバックを記念式典の会場に置き忘れてしまい、式典が終

わり会場を出てから１５分ほど経った後に、焦りまくりながら

急ぎ足で会場に戻ってみると、丁度ホテルの係りの方が見

覚えのあるバックを持って会場から出てくるところで、無事

にパスポートも財布も手元に戻った次第です。多分血圧が

２００位に上がっていたように思います。 

 あと、柴田幹事もいろいろ仕出かしてくれたのですが、時

間もないので柴田幹事の話は別の機会にしたいと思いま

す。 

 以上、仕出かした話をご披露しまして、会長報告といたし

ます。 

ゲスト 
米山奨学生・・・・・・グラン ティ トゥ チャン さん 

青少年交換学生・・ランジァ サクラ ヴュさん 



 

 

２０１８－２０１９年度テーマ：「 ロータリーを伝える 」 

委員会報告 

①国際交流委員会 

水越実委員長 

新済州RCへ5月17日から三日間公

式訪問に行って参りました。今回の

テーマの一つは国際奉仕事業の進

め方を学ぶと言うことでした。世界一

の活動実績（RI補助金）を持つ新済

州RCから活用tofu方法について教えて頂きました。 

これから君共同で国際奉仕事業を行うことについても協議

できました。 

 

②ロータリー財団委員会 

前嶋ヒロム委員長 

ロータリー財団より野村壮吾会員に

ベネファクター認証状とピン、江口暢

洋会員、北芝昌明会員、田中祥博

会員、にポールハリスフェロー認証

状とピンが届きました。皆様ありがとう

ございます。 

 

③SAA・ソング委員会 

林芳史委員長 

例会場の灰皿を無くしては？と言う

声があり、理事役員会にて審議の

上、完全禁煙となりました。 

よろしくお願いいたします。 

 

④米山奨学委員会 

栗本勝彦委員長 

米山奨学生グエンティトウチャンさん

の例会初出席出です。 

令和3年3月までの二年間、世話クラ

ブとしてチャンさんへのご指導とご協

力をよろしくお願いいたします。 

米山奨学生 

ロータリー財団 

ロータリー財団より野村壮吾会員にベネファクターの認証

状・認証ピン、北芝昌明会員と田中祥博会員にポールハリ

スフェローの認証状・認証ピンが届いておりますので三木

会長よりお渡し致します。 

今年度4月より当クラブがお世話する事となりました米山奨

学生のグェンティトゥチャンさんが例会に初めて出席しまし

た。国 籍 は、ベ ト ナ ム（ハ ノ イ）、奨 学 期 間 2019-4/1 ～

2021/3/31。大阪観光大学 学科課程 観光学専攻。 

栗本カウンセラーより紹介後、チャンさんより会員の皆様に

挨拶があり三木会長より奨学金をお渡ししました。 



 

 

２０１８－２０１９年度テーマ：「 ロータリーを伝える 」 

１班 
日時：5月13日（月）18：30～ 

場所：木曽路 

リーダー：野村、当番：吉村 

委員：今西、林（勇）、水城、 

    栗本、大林、野島 

メイキャップ：田村 

 

定刻より野村リーダーの指導

の 下、１、2 月 生 ま れ の メ ン

バーによる令和元年初のIDMが始まった。 

テーマ1:これからの姉妹クラブとの交流のありかたについて 

過去にマッチンググラントをしたことがあったが、同様のこと

ができないか？ 

姉妹クラブを訪問したことのある会員と、そうでない会員と理

解に差があったが、費用負担について詳しい説明があっ

た。 

40分ほど討議の後、乾杯をして、今回、チェジュへ行く水城

会員の送別会となった。 

テーマ２:お互いの周年事業には、十分に親睦を深めて相

手に協力をして、我々の60周年記念事業にも協力していた

だく。 

テーマ3: 60周年記念事業 

1:「きのくに音楽祭」との共同・連携もしくは関連した記念事

業 

 宮下会員が関与しているイベントなので、協力する方向で

情報をあつめる。 

５.中村恵氏の記念講演 

当クラブが支援した菅田さんの関連で、本人の意向を踏ま

えて協力できれば、各方面で注目されている人なので。 

6. 青少年育成基金を利用した  60周年記念事業 

       担当者により、基本的な運用規定が整備されてきたの

で、活用して行けば良い 

       今迄支援した若者の、その後の情報を知りたい。 

今年度は三木会長の作ったロータリーソングを歌っている

が、今までの会員が作ったソングを披露して振り返るのはど

うか。 

長期青少年交換学生 

青少年交換受入学生のSakuraさんが例会に出席しまし

た。樫畑カウンセラーからの報告後Sakuraさんからも近況

報告がありました。 

また、本日は、国際ロータリー第2640地区よりSakuraさんに

RILA研修の修了書が届きましたので三木会長よりお渡し

致します。 

第３回 I.D.M. 発表 

テーマ 

1.これからの姉妹クラブ（台湾岡山ＲＣ、新済州ＲＣ）と

の交流のあり方について 

＊交流事業の費用負担はどうあるべきか？？ 

（受益者負担か？クラブ負担か？接待受けるばかりで

もいいか？） 

＊親睦中心でよいのか？？（国際奉仕活動を共にな

すべきでは？？） 

2.①に関連して、お互いの周年記念事業を、来年と再

来年に控えていますが、その内容はどういった形がふ

さわしいと考えますか？？ 

来年度 2019年度 台湾岡山ＲＣ 55周年、新済州Ｒ

Ｃ 40周年 

再来年度 2020年度 和歌山南ＲＣ 60周年 

3.60周年記念事業について 

楠部和弘R情報委員長 



 

 

２０１８－２０１９年度テーマ：「 ロータリーを伝える 」 

2班 
日時：5月17日（金）18：30～ 

場所：丸長 インター店 

リーダー：岩本、当番：柘植 

委員：宮本（保）、宮下、雑賀、

山田（昭）、庵田 

メイキャップ：南方 

 

1番の姉妹クラブとの交流のあり方について、 

親睦中心に偏らず有意義なことを行うべきだ。遊びが多い

時が多い。 

共同で役に立つ周年事業（発展途上国支援等）をすること

はよいことで、今後もやっていってはどうか。周年にあわせ

地区の費用を活用したマッチング事業を推進してはという

意見が多かった。 

マッチングの吟味と有意義な活動をという付帯意見あり。 

懇親中心の交流には否定的な考えが支流だったと思う。 

またつきあいの簡素化してはという意見があった。 

旅費の自己負担は当然との意見。 

姉妹クラブとの交流の経緯・歴史を知ることの意義を感じた

という若手の意見があった。 

日本の姉妹クラブ（豊橋や佐賀西）との交流を図ってはどう

かという意見があった。 
 

2番の実施時期について再来年度に周年事業をしてはどう

かとの考えが主流だったと思います。 
 

3番の60周年事業について有意義なことなので進めたいと

の意見が多数でした。 

 和歌祭りの現地視察をして良かったとの意見 

 音楽祭に関連し、子供に対する音楽の関心を高めるた

め、夢を持ってもらうため、当クラブでも支援して友好関

係にある菅田さんを招き音楽会をしてはどうかという意見

があった。 
 

IDM開催当日が新済州への渡航日だったので、監事理事

の出席が叶わず、日程調整について考慮するべきでした。 

3班 
日時：5月14日（火）19：00～ 

場所：センプレコンテ中島店 

リーダー：堀井、当番：金谷 

委員：楠部、成瀬、井口（善）、 

    西村、大山 
 

１これからの姉妹クラブ（台湾岡

山ＲＣ，新済州ＲＣ）との交流の

あり方について 
 

 なるべくなら、費用はお互いが五分五分になるように、事

前に話し合っておかないと年々エスカレートしている。 

 お金を寄付するだけでなく、事業として一から携わって

いった方がいい。 

 台湾との事業は今までにはなく、交流しかしてこなかった

ので、何かした方がいいのでは。 

 台湾と事業となると、事前の設営等が大変なため委員会

に負担が掛かるので、楽しく交流だけでもいいのでは。 

 新済州ＲＣとは、度々国家間の問題を持ち出してくるの

で、本音でお互い話し合い付き合いかたを考え、どうする

かはちゃんと書面で残しておくべき。 
 

２ ①に関してお互い周年事業を～ 
 

  毎年行き来せずに、周年ごとにすればという意見がでま

したが、岡山ＲＣと新済州ＲＣは、毎年周年なので結局同じ

になってしまうことになりました。 

  新済州ＲＣは、どうしてほしいのか質問状を出して、付き

合い方を考えた方がいい。 
 

３ ６０周年記念事業について。 
 

 別紙の⑥の事業とあと一つの組み合わせがいいのでは。 

  ⑤の記念講演は、労力がいらないためやりやすい。 

  南ロータリーでの周年事業といえば、和歌山城に関す 

  る事業を行ってきたのでこの伝統を引き継いでもらえた 

  ら。 

  ５５周年事業の時の実行委員長の大山さんより、その時

は和歌山城にスロープや水の流れるトイレ等設置したので

すが、トイレの水が節水でチョロチョロしかでていない現状

に大変残念な思いをされているようでした。 

  南ＲＣの継続事業がないため、何やるか分からないけど

何か継続できるものをやろう。 

  和歌祭りをもっとメジャーにして和歌山をアピールでき

ないか。しかし駐車場等のインフラが整っていないため、集

客を見込んだことはあまり出来ないので和歌山市内に南Ｒ

Ｃをアピールする。 

  中ＲＣのフィリッピンの学校建設の事業を見習って、南Ｒ

Ｃもミャンマーに何かできることがないか考える。 

  ６０周年の会長がやりたいことをやれば一番いいので

は。 

4班 
日時：5月16日（木）18：30～ 

場所：焼肉参番館 

リーダー：角谷、当番：藤林 

委員：前嶋、島村、田辺、 

    北畑、北芝 

メイキャップ：前窪、生駒、 

◎これからの姉妹クラブ（台湾岡山RC、新済州RC）との交

流のあり方について 

現状の付き合いを続けつつ、岡山に関してはアフリカ難民

を支援する等、ロータリー財団を使った共同事業を考え、

新済州に関しては過去に訪問した際、ホテルのミスだった

という弁明だったそうですが、国歌を流さなかったということ

もあったとのことで、本当にホテルのミスなのか故意なのか

は不明ですが、様子を見ながら5年に1度の調印時に友好

クラブに格下げしてはどうか？といった意見が出ました。 

◎①に関連して、お互いの周年記念事業を、来年を再来

年に控えていますが、その内容はどういった形がふさわし

いと考えますか？ 

財団を使って共同事業を行えばいいのではないか？ 

60周年事業に関して 

１、きのくに音楽祭に関しては、資金提供・人集め等で全

面的に協力する。 

２、和歌祭りに関しては計画されていることに協力する。 

３、野村年度からの国際交流事業については、現状、南



 

 

２０１８－２０１９年度テーマ：「 ロータリーを伝える 」 

ロータリーの中でも一部の人しか知らない事だと思うので、

80人全員が分かるような国際交流事業について理解を深

める事業がよいのではないか？ 

と、この議題について討論を終えたころ、開始から約40分

が経過しており、空腹に耐えかねた会員から「食べよらよ」

と催促が入り、進行速度が加速していきました。 

４、市内すべてに見守りカメラを！ 

５、賛成！ 

６、財源も限られているので現状維持で行っていくべき 

初心に戻って和歌浦の方へ力を入れていく 

その後美味しい食事を頂きながら、田辺さんののろけ話を

聞き、「考えられない」と島村さんがコメントしていました。 

最後にメモ書きで「田辺さんがオランダで金髪美人」とメモ

していたのですが、前回に引きどのような話の流れだった

か覚えておりませんので、詳細は田辺さんにお聞き頂けれ

ばと思います。 

5班 
日時：5月14日（火）19：00～ 

場所：ダイワロイネット３Fサンク

シェール 

リーダー：嶋谷、当番：大野 

委員：白石、前田、山田守、 

    中村（和）、戸井、畠中 

メイキャップ：林（芳）、 

        井口（廣）、上西 

テーマ 

（１）これからの姉妹クラブとの交流のあり方について 

  ア 内容について 

  ・お金を出し合って貧しい国に学校を建てたりした方が 

   良いのではないか。一方では、ミャンマーなど海外で 

   行うこともいいが、日本の中でやれることがまだまだあ 

   るのではないか、子供食堂などもあるとの意見も。 

 ・行き来するにしても、１泊での例会参加だけで良いの 

  ではないか。もしくは、事前に議題を決めて、議論＋ 

  １日の観光で良いのではないか。 

  イ 費用について 

   ・姉妹クラブとなった時とは事情がすっかり変わってい 

   る今、３５０万円もの費用をかけてやる意味はないので 

  はないか。３５０万円もの予算は無駄になっていないか。 

   ・個人負担が結構出てしまう。国際のことだけでなく 

    親睦の下見も含め、費用負担については改めて考 

    えてみる時期にきているのではないか。 

   ・調印式に行くことまで個人負担というのはおかしいの 

    ではないか。 

   ・遊びに関するものはすべて個人負担で良いのでは 

    ないか。 

  ・うちがカンザンに行くと、必ずどこかへ連れて行って 

  いただける。一方、先方が日本に来るときは、３つの 

  提携先があるため和歌山だけでなくなるため、十分な 

  時間が取れない。そのため費用をかけて対応してい 

  るという背景もある。 

（２）お互いの周年記念事業についてどういった形がふさわ 

   しいか 

   ・まずは先方にやってもらいたいことを聞いてみて、そ 

    れができるかどうかを検討してはどうか。 

   ・過去にタイで医療機関に寄付をしたこともあり、何か 

    一緒にしてはどうか。 

（３）６０周年記念事業について 

   ・オリンピックにからめてはどうか。どこかの場所で、 

    オーロラビジョンで一緒に応援するのはどうか。 

    納涼家族会を兼ねるのも良いし、紀三井寺競技場

で 

    やるのも面白いのではないか。 

   ・コブクロを私的に呼べないか。支援している学校の 

   子供たちに来てもらって、その前で歌ってもらいたい。 

   ・松岡修三を呼んでイベントができないか。 

   ・過去のチャーターメンバーに案内状を送って呼ぶの 

    はどうか。 

   ・過去のメンバーにビデオレターを送ってもらうのはど 

    うか。 

   ・５０周年時は、和歌山城にミニホースを贈呈した。 

6班 
日時：5月10日（金）19：00～ 

場所：木村屋 

リーダー：海堀 

当番：中村（真） 

委員：江口、岩井、橋本忠通、 

    坂東 

メイキャップ：中村（和） 

１ これからの姉妹クラブとの

交流のあり方について 

＊交流事業の費用負担はどうあるべきか？？ 

受益者負担するところは受益者負担、クラブが

負担すべきところはクラブ負担、その時の執行部の

判断でいいのではないか。 

（接待を受けるばかりでいいのか？） 

・岡山RCは好意でしていただいている事なので、お互

いの相手クラブの気持ちを一番に考え接待する、

又は受けることでいいのでは。 

・また、姉妹クラブは岡山RCのみにしたらどうか？とい

う意見もありました。 

そして、受け入れ態勢の問題もあるが岡山RCとの交

換留学生制度を作り、そちらに費用を集中させたら

どうか。又は、他のロータリークラブ（グアムやサイパ

ン等）と姉妹クラブを結ぶことも考えたらどうか？ 

・日本の姉妹クラブをつくったらどうか？という意見もあ 

 りました。 

  ＊親睦中心でいいのか？国際奉仕活動を共にな 

    すべきでは？ 

  やはり親睦のみでなく、新済州RCとタイでの支援事業

をしたような国際奉仕活動を他のRCとも行っていく方

が望ましい。そして何をするのがいいのか？何が必要

とされているのか？という情報を姉妹クラブや他からも

広く集めるべきではないか。 

２ ①に関してお互いの記念事業を来年と再来年に控えて

いますが、その内容はどういった形がふさわしいと考

えますか？については、 

当クラブとしては多くの会員の参加を要請すると共に、そ



 

 

２０１８－２０１９年度テーマ：「 ロータリーを伝える 」 

             ニコニコ箱 

三木君・・・①和歌祭で岩橋会員にお世話になって。 

       ②米山奨学生チャンさんをお迎えして。カウンセ 

        ラー栗本委員長よろしくお願いします。 

       ③チェジュ行き7人のサムライお疲れ様でした。 

栗本君・・・米山奨学生チャンさんの例会初出席です。 

       皆様よろしくお願いいたします。 

前窪君・・・麻生委員長の代行出来て！！ 

       米山奨学生を迎えて！チャンをヨロシク。 

柴田君・・・新濟州RC訪問の皆様お疲れ様でした。米山奨 

 学生のグェンティトゥチャンさん2年間宜しくお願いします。 

前嶋君・・・野村会員ベネファクター、江口会員、北芝会員、 

田中（祥）会員ポールハリスフェローありがとうございます。 

山田守君・・・新濟州訪問お世話になりました。 

中村（和）君・・・新旧クラブ協議会にお越しいただきありが 

          とうございました。 

岩井君・・・引越ししました。酔っ払って前のマンションに帰 

  らないように気をつけます。三木会長3連敗の後ろ連勝 

    です。大林さん柴田幹事ごちそうさまでした。 

海堀君・・・新旧合同クラブ協議会遅刻おわび。 

IDM残金・・・2班、議論もり上がりました。 

IDM残金・・・7班 

         計￥30,000-  累計￥2,816,540- 

の機会を利用して支援事業についての情報集めを

したらいいのでは。 

・岡山RC５５周年については出来る限り多くの参加者を

募り訪問するようにしたい。 

３ ６０周年記念事業については 

   記念事業としての７項目はどれもいい内容だと思い

ます。特に和歌山城関連については、今迄も事業

を行ってきましたが、和歌山にとっては和歌山城と

いうのは大きな財産であり、外から人を呼べるもの

であります。特に今回は翌年に和歌祭４００年祭が

開催されるタイミングを利用できるという利点があ

る。ただ、和歌山は東照宮、養翠園を含む和歌山

城関連の名所が点在化しているのでそれを線で結

ぶ方法を考えられないか？ 例えば、観光に来てく

れた人に和歌山の名所を分かりやすく紹介するパ

ンフレット作りや地図で回り方を紹介するパンフレッ

トの作成はどうか？ 

  又、CGによる和歌祭りを含む和歌山城及び城下町

の風景を再現できるようにどこかに依頼できない

か？等色々な意見が出ましたが、お酒も回りあとは

忘れてしまいました。申し訳ありません。 

7班 
日時：5月11日（土）19：00～ 

場所：ステーキ割烹富士 

リーダー：小野、当番：岡崎 

委員：野上、三木、樫畑、前畑 

メイキャップ：豊田、越部 

テーマ1  姉妹ｸﾗﾌﾞとの交流の

あり方 

姉妹クラブ.との交流を解消する 

交流のあり方は事業費として予算の決め方による 

個人的な付き合いは良い 

団体としての付き合いは再考する 

お金（事業費）の使い方 ・ 事業のマンネリ化 

事業予算は理論付けた会計であるべき 

昨今のロータリアンは旦那衆の集まりではない 

相互の人間関係を作る（訪問当日の会議・懇親会/翌日 

行動 ＜事業＞を共にする 

接待を受けるのはほどほどに 

親睦中心では良くない 

接待のエスカレートはいかがなものか 

クラブ同士の連絡系統の複数化（会長同士.・幹事同士） 
 

テーマ2  周年記念事業の内容はどういった形がふさわし

いか 

双方の提案を含めて、2国間の話し合いを深くする 

自然体での親睦活動・奉仕活動が望ましい 
 

テーマ3  60周年記念事業について 

菅田利佳さんのピアノ演奏 

菅田利佳さんと中村恵さんとのトークショー 

社会的弱者への援助 

スポーツ選手への援助 

「ミャンマーとのお付き合い」 

新済州RC・岡山RCとの合同事業又は南RCだけでの1回限

りの事業 

2018-19年度 第11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5月28日（火） 14：00頃～約20分 

出 演 者：恵運寺 山本 様   

テーマ：「和歌山城に仕えた名取三十郎 忍法帳 正忍記」 

ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨｰ：小田川和彦さん 


