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  ２０１９年６月１４日（金） No.２７６６ 

 第２８２２回 例会 

 ○ ソング「みんなで大きな輪になって」 

         ―「親睦」・「奉仕」・「Ｉ ｓｅｒｖｅ」― 

 〇 卓話「１年を振り返って」 

             三木 菊夫 会長 

 

 

  ６月２１（金） 

 ○ ソング「六甲おろし」 

 〇 最終夜間例会 

      ダイワロイネットホテル和歌山 

             18：30～ 
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          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６月 ７日（金） 

出席報告    会員８０名（出席規定適用免除会員１１名） 

 ６月 ７日   出席５８名  ホームクラブ出席者７２．５０％ 

 ５月２４日   出席総数出席６２名（免除会員含み）確定出席率：８２．６７％ 

          （会員８０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 

私がロータリークラブに入会

した当初から、本日のロータ

リーソングであります「奉仕の理

想」について感じていた違和感

があります。それは「御国に捧

げん吾等の業」という「御国に

捧げん」というフレーズです。 

国家に対して、もしくは天皇

陛下に対して、自分の職業を

捧げる、そんな歌を「君が代」と一緒に毎月第一例会で、会

員が声を揃えて唄うわけです。最初、ロータリークラブは国

粋的な右翼団体か？と正直思いました。 

なぜ「御国に捧げん吾等らの業」なのか、今日はそのお

話しであります。 

昭和の初期に「ロータリーを日本化しよう」という運動があ

りました。ロータリーを日本社会の実情に調和させようという

主張です。その一つに日本人が作ったロータリーソングを

例会で唄いましょう、という運動がありまして、日本語のロー

タリーソングを皆で作りましょうと、広く公募したたわけで

す。 

昭和１０年、京都で開催された地区大会で、公募して選

ばれた日本語のロータリーソングが発表されました。その時

に選ばれたのが「奉仕の理想」で、これが第２位。そして

「吾等の業様々なれぞ」が第４位に選ばれました。ちなみに

第１位は「旅は道連れ世は情け、情けは人のためならず」と

いう歌でしたが、これは後日著作権侵害の事実が発覚して

後日「没」になったそうです。 

 「奉仕の理想」が作られた時代背景が戦前の明治憲法下

の時代ですので、当然のように「御国に捧げん」となったわ

けです。この唄を作詞したのが、前田和一郎という人物で、

この方は昭和１５年、軍部からのロータリークラブの解散命

令の時にロータリーをおやめになって、その後ロータリーに

は復帰をされておりません。その方があるロータリアンに手

紙を残していまして、その中で、この「奉仕の理想」の「御国

に捧げん吾等の業」の部分を気にされていて、『自分は寝

ても覚めて気になってしょうがない。もう戦争も済んで平和

国家になったのだから、この部分を「世界に捧げん吾等の

業」と、変えてほしい』と、懇願されていたとのことでありま

す。 

 ロータリーソング一つにも、ロータリーの歴史、ロータリア

ンの様々な思いが込められている、という事をお伝えして、

本日の会長報告といたします。 

NPO法人和歌山子どもの虐待防止

協会 会長桑原義登氏より令和1年

度賛助会費納入 

についての、お礼の手紙が届いてお

ります。 

こばと学園よりこばと学園だよりが届

いております。 

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。 



 

 

２０１８－２０１９年度テーマ：「 ロータリーを伝える 」 

皆様に大変恐縮ではございますが、先週の例会で三木会

長もお願いしましたが、ニコニコ献金の目標に70万円が不

足しております。6月21日最終夜間例会にて、会員皆様の

お力添えお願いしたいと思っております。誠に宜しくお願

い致します。 

例会終了後、理事役員会議を開催致します。理事役員の

方々は出席宜しくお願いします。 

卓 話 

「地区に出向させていただ

きます」 

地区青少年交換委員会 

北畑 博史 委員 
 

２６４０地区青少年交換委員会

に本年度次年度と出向させて

いただきます北畑です。 

このプログラムの正式名称は「国際ロータリークラブ第２６４

０地区青少年交換プログラム」といい通称はロータリー青少

年交換プログラムといいます。 

プログラムの内容ですが一年間の交換留学する長期交換

プログラムと夏休みにお互いの国で約３週間ずつ計約一ヶ

月半の短期交換プログラムがあります。 

このプログラムの目的ですが特に長期交換の場合ですと、

ホームスティや学校生活を通して、外国との文化や習慣を

体得させ、言葉や文化、習慣の全く異なる外国での生活を

体験することにより、それらを理解し国際感覚を身につけ、

将来の国際相互理解と世界平和の推進に役立つことを

ロータリーでは願っています。交換学生には使命があり、日

本と外国の間に「友情の架け橋」を築くことです。派遣先の

文化や習慣を体得するだけでなく、自国を紹介するという

責務も負っています。ですから交換学生は「小さな親善大

使」と呼ばれています。 

このプログラムには現在皆さんもご存じのように長期交換学

生としてアメリカミネソタ州よりＳａｋｕｒａさんが来日し、日本か

らは星林高校２年生（当時） 

の大瀨ゆゆさんを同州ミネアポリスに派遣しております。 

 また、夏休み中の約一ヶ月半で行う短期交換プログラム

では当クラブでは２回目の取り組むとなる事業に、みなさん

星林高校２年生の三名に参加していただきます。前回の

ミッションでは２名が参加しともにイギリスへの相互交換と

なったのですが、今回は三名バラバラでイギリス、ドイツ、オ

ランダ の三カ国と国際色豊かな事業となっております。 

以上簡単ですが地区青少年交換委員会の説明とさせてい

ただきます。 

今後とも青少年交換事業にご支援・ご協力のほどよろしく

お願い致します。 

○青少年交換委員会 

 北畑博史委員長 

  今夏、地区の青少年交換プログ

ラムで３名の星林高校生がそれぞ

れの地（イギリス、ドイツ、オランダ）

へ３週間訪問し、また、日本へ３週

間来日します。本来なら当例会に

来ていただきスピーチをお願いするところでしたが、警報の

関係で担当の国際教育部部長の野田勇人先生にお越し

いただき、スピーチしていただきます。 

委員会報告 

和歌山県立星林高等学校 国際教育部部長 野田勇人

先生よりご挨拶を戴き、三木会長より短期交換留学生に留

学時お持ち頂くクラブバナーをお渡ししました。 

退会の挨拶 

６月20日付で転勤される

大野貴廉会員より皆様に

退会のご挨拶がありまし

た。 
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卓 話 

「米山記念奨学生カウンセ

ラーとして学んだこと」 

栗本 勝彦 米山奨学生カ

ウンセラー 
 

 4月から先週まで米山奨学生

カウンセラーとして学んだことを

抜粋してお話しいたします。 

1. 2019-2020年度地区研修・協議会 

 米山奨学基金を立ち上げたロータリアンは「平和日本を

世界の人々に理解させる為には 

アジアの国々から一人でも多くの留学生を受け入れ、平和

日本を肌で感じてもらう」という 

強い願いでありました。その思いが1952年から現在まで続

いている大きな要因だと思います。 

 外国人留学生を対象とする民間奨学金規模としては国

内最大で累計２０，３９６人、の学生を支援してきました（一

番多いのは教職に就いている卒業生）。 

 ２６４０地区の奨学生は書類→論文→面接を行い、評価

表を点け、公平な眼で評議員の 

意見をまとめて（一つの国が５０％を超えないよう）選考し

ています。本年は18名です。 

2. 米山記念奨学生 入学式・カウンセラーオリエンテーショ

ン 

 米山記念奨学事業の特徴---奨学生の世話クラブとカウ

ンセラー制度 

 「奨学生にはロータリアンが１対１でカウンセラーとしてケ

アに当たり、所属する世話クラブ全体での交流を通じて、

ロータリー精神を学び、その活動や日本人の心に触れる

機会が 

得られます。このようなロータリーとの交流を通じて、奨学

生としてふさわしい学生に導き 

育てる事も、世話クラブ及びカウンセラーの役割です」（カ

ウンセラーハンドブックより） 

 奨学生には10月の米山月間等に卓話の機会を設け、月

1回以上の例会に出席して、交流の機会を増やしロータリ

アンとの相互信頼を深める。 

 指導教員(大学教授）との連絡及び懇談の機会を設け連

絡を取り合って学生の現況を 

把握する。（カウンセラーハンドブックより） 

 ※指導教員の山口先生に卓話の依頼を考えています。 

 パワーハラスメント・セクシャルハラスメントへの注意。 

相手が不快に感じたらハラスメントになる恐れがあり、ハラ

スメントを認識する事が最も有効な 

防止策である。（カウンセラーハンドブックより） 

3.米山記念奨学生1泊2日の卓話合宿 

 奨学生の卓話、休憩中、食事、バーベキュー等で彼ら彼

女らと会話を交わしたのですが 

素朴で純粋で真摯で、”目標に向かって大学とロータリー

の中で培って行きたい”と考えている学生が多く、その姿

に心を動かされ楽しく有意義な2日間でした。 

 指導されてる米山奨学委員の皆様も長時間の卓話や奨

学生との交流を通じて情熱といいますか愛情を持っている

姿に、「奉仕」の一端を感じ学ぶ事ができました。 

 全く経験の無い私が奨学生のチャンさんをカウンセラー

としてどれだけケアできるのか、些か不安な気持ちになっ

ておりますが、多士済々な和歌山南ロータリクラブの皆様

とカウンセラーハンドブックを頼りに、肩肘張らず試行錯誤

を繰り返しながら全うできればと考えています。 

 チャンさんがどの様に羽ばたいていくのかと想像し、それ

を楽しみに令和3年3月までの約2年間会員の皆様のご助

力とご支援を宜しくお願いいたします。 

「地区に出向させていただ

いて！」 

地区財務委員会  

 水城 実 委員 

 

 地区財務委員会に出向させ

ていただいて感じたこと、学んだことを三つ紹介させていた

だきます。 

 まず、感動したことはガバナーの仕事の段取りの早さで

す。2018-2019樫畑ガバナー年度のキックオフミーティング

が開かれたのは、なんと2017年度が始まる前でした。ス

タートする1年以上も前から周到に準備が進んでいることに

驚きました。 

次に感慨深かったことは地区への出向によって今まで

お仕事上でお付き合いのあった県内各地の皆さんとこの

機会に再会できたことでした。今までＪＣ活動や、経営コン

サルティングの仕事を通じて県内に沢山の知り合いが出来

ましたが、地区に出向したことであらためて懐かしいお顔と

再会を果たせたことは非常に嬉しいことでした。 

最期に感じたことは、あらためて自分が関係している『会

計』のお仕事の大切さについてです。会計は、多くの人の

お金を集め、その想いを実現するべくお金の使い方を明

瞭に表示する技術です。地区単位ともなると関係する人も

事業のスケールも一段と大きくなっていきます。その中では

ますます会計への信頼性が強く求められることを感じまし

た。 

2019-2020中野ガバナー年度にも財務委員として出向さ

せていただきます。地区運営がスムーズに進行できますよ

う『会計』という黒子の立場で精一杯勤めさせていただきま

す。皆様からのご指導とご協力のほど何卒宜しくお願い申

し上げます。 

卓 話 

親睦委員会メンバー 
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             ニコニコ箱 

奥様誕生日・・・庵田君・堀井君・吉村君 

事業所創立・・・岩本君・栗本君・瀧本君・野村君 

入会記念日・・・山本君 

 

三木君・・・交流戦が始まりました。2勝1敗まずまずのすべ 

       り出しです。優勝めざして応援します！ 

柴田君・・・本年度最終理事役員会を迎えて。 

       宜しくお願いします。 

海堀君・・・6月5日毎日新聞社様にとりあげていただきまし 

      た。木村様ありがとうございました。 

      来たる6月16日（日）和歌山ビックウェーブで和歌 

      山県初のプロボクシング新人王の凱旋試合があ 

      りますので応援よろしくお願いします。 

吉村君・・・ソングも今月でおわりです。 

藤林君・・・北畑さんIDM発表ありがとうございました。 

    柴田さん、岩井さん、毘舎利さんごちそうさまでした。 

大野君・・・本日が最後の例会出席となります。 

       3年間ありがとうございました。 

大工君・・・大野さん、お元気で！！活躍祈ってます。 

石橋君・・・次年度クラブ奉仕委員会 会合の残金。 

豊田君・・・天龍寺での茶会、無事に終わりまして。 

柘植君・・・しばたさん みなさまお世話かけました。 

       ありがとうございます。 

岩井君・・・橋本先生とゴルフ合宿に行って参りました。 

      大人の修学旅行でとても楽しかったです。 

      柴田幹事ごちそうさまでした。 

前窪君・・・栗本さん卓話ヨロシク！ 

       楠部さんに写真頂いて！ 

林君・・・〇橋本先生にお世話になって。〇楠部さんに写真 

      を頂いて。〇ニコニコ取立ての気付けとして。 

北畑君・・・星林高校より野田先生におこしいただいて。 

窪田（哲）君・・・とてもいいことありまして。 

宮本（保）君・・・楠部さんに写真を頂いて。 

 

         計￥99,000-  累計￥2,953,540- 

６月 お誕生日祝の皆さんです。 

６月お誕生祝 

カラオケ同好会 

第１２３回例会 ６月４日（火） 次回開催日 ７月2日（火） 

  ゴルフ同好会 

ゴルフ同好会、6月度月例、通算672回が6月9日（日）和

歌山カントリークラブにて開催されました。 

今月の優勝は、野村壮吾会員、今年度会長賞は、橋本

忠通会員でした。 

次回 7月月例は、28日（日）有田東急ゴルフクラブにて

開催致します。 


