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  ２０１９年６月２１日（金） No.２７６７ 

 第２８２３回 例会 

 ○ 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～ 

 

  ６月２８（金）休会 

 

 

  ７月 ５（金） 

 ○ ソング「君が代」・「奉仕の理想」 

 〇 初例会 

     会長・幹事・SAA 就任挨拶 

 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 

 TEL(073)423-8822  FAX(073)423-8821 
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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６月１４日（金） 

出席報告    会員８０名（出席規定適用免除会員１１名） 

 ６月１４日   出席５２名  ホームクラブ出席者６５％ 

 ５月３１日   出席総数出席６８名（免除会員含み）確定出席率：９０．６７％ 

          （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 

 今週の火曜日にクラブの退会

者、入会者の歓送迎会が親睦

活動委員会のお骨折りで開催

されました。４３名の出席というこ

とで、いつもの例会と変わらぬ

程の会員さんが駆けつけてくれ

ました。ありがとうございました。 

 アルソックの大野会員とロイ

ネットの白石会員が退会。アサ

ヒビールの横田会員の後任とし

て藤岡会員、毎日新聞の麻生会員の後任として木村会

員、そして樫畑会員、柘植会員のご紹介で越部会員の３名

が入会ということでした。 

 三木年度は当初８１名でのスタートで、会員数としては純

増３名を目標としておりました。事務局に今年度の入会者

数と退会者数を確認してみました。そうしますと、入会者数

が７名。退会者数が８名。ということでございました。このうち

大野さんと白石さんの後任者が入会者数に入っていませ

んので、この２名を加味すると入会者９名、退会者８名とな

り、ＲＩの記録上はマイナス１名となりますが、実質純増１名

ということになりそうです。 

 今年度の入会者、退会者は次のとおりです。入会者 雑

賀会員、宮本会員、藤林会員。この３名は三木年度初例

会で入会していただきました。その後は８月に山田会員、

間を空けて今回の藤岡会員、木村会員、越部会員。合計７

名の入会です。一方退会者は、７月末にサイモン会員。１

２月末に丸山会員、宮脇会員。そして転勤ということで、横

田会員、麻生会員、大野会員、白石会員の４名。そして、

もう一人６月末をもちまして、宮本卓彦会員が退会となりま

す。宮本会員の退会については後ほどの柴田幹事からの

ご報告に譲りたいと思いますが、宮本会員がもっと元気に

なられて、南クラブに復帰されることを祈念いたしまして、

本日の会長報告といたします。 

本日は、通常の幹事報告は、特に

ございません。 

6月末で退会される宮本卓彦会員

について経過報告をさせていただ

きます。 

宮本卓彦会員は2015～2016年度

の会長であり、中村和子会員が幹

事として2015年7月よりスタート致

しました。しかしながら、2016年の

冬ぐらいより体調を崩して、手術並びに長期の入院生活を

余儀なくされました。2016年の2月よりロータリークラブの例

会に出席することが出来ませんでした。2年半程の闘病生

活を経験し、現在は平穏な生活を送っておられます。た

だ、未だにロータリー生活に戻ってくることが、かないませ

ん。 

先日、電話にて6月末退会の意向を申し受けました。その

後、退会届けを持ってサイン、捺印を頂いて参りました。一

ゲスト 
青少年交換学生・・ランジァ サクラ ヴュさん 
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委員会報告 

度は退会となりますが、必ずや和歌山南RCに戻って来るこ

とを約束して帰ってまいりました。 

宮本卓彦会員の健康を切に祈っております。 

             ニコニコ箱 

奥様誕生日・・・生駒君・大林君・北芝君・毘舎利君 

事業所創立・・・有田君・大山君・北芝君 

三木君・・・一年を振り返って、卓話をさせていただきます。 

       宜しくお願いいたします。 

田中（祥）君・・・三木年度大変おつかれ様でした。 

水城君・・・今年度一年ありがとうございました。 

島村君・・・三木会長、柴田幹事、林SAA一年間お疲れさん 

       でした。最終例会欠席おわび。 

越部君・・・歓迎会ありがとうございました。 

橋本忠通君・・・社会奉仕委員会 会合残金。 

藤岡君・・・歓迎会ありがとうございました。 

山田（昭）君・・・無事に三回忌を終えました。 

          感謝申し上げます。 

岩井君・・・奥様はいませんが、林さんの取り立て前にニコ 

     ニコさせて頂きます。上西先生ごちそうさまでした。 

前窪君・・・三木会長御苦労さま！！ 

大桑君・・・大阪の清交クラブの有馬カントリークラブでのコ 

    ンペで3位入賞しました。ちなみにスコアは84でした。 

畠中君・・・歓送迎会欠席しまして申訳ございません。 

樫畑君・・・サクラの例会出席最終日です。 

       皆様お世話になりました。 

瀧本君・・・三木会長、柴田幹事 一年間ありがとうございま 

       した。 

栗本君・・・SAA林さんと目が合ってしまったので。 

藤田君・・・少しいい事があって。 

柴田君・・・昨日、麦わらいさぎ釣りに行って来ました。 

       釣果は34匹でした。 

林（芳）君・・・赤信号みんなで渡れば怖くない。 

        ニコニコ箱みんな入れてくれたらうれしいな。 

山田守君・・・もうすぐ7月です。 

        次年度よろしくお願いします。 

戸井君・・・本日、最后のSAA担当させていただきます。 

前嶋君・・・岩本会員スーパーショット スーパーニアピンす 

       ばらしかったです。 

大山君・・・三木会長 柴田幹事＆SAAの皆様ご苦労様でし 

       た。 

石橋君・・・12日の次年度クラブ協議会欠席おわび。 

       柘植さん代理出席ありがとうございました。 

嶋谷君・・・岩井出席委員長様最終例会を欠席します。 

       申し訳ございません。 

柘植君・・・諸般御礼。いろいろお世話になりありがとうござ 

       います。 計￥131,930-  累計￥3,085,470- 

雑誌・広報委員会 

山本善昭委員 

 

ロータリーの友 

6月号の紹介。 

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さんより会員

の皆様へお世話になったお礼と最後の挨拶がありました。 

樫畑カウンセラーよりSakuraさんの帰国が7月20日で今回

が最後野例会出席である事が報告されました。 
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「一年を振り返って」 
 

 三木 菊夫 会長 
  

 

 今年度のクラブテーマ

は、「ロータリーを伝える」。

そして、基本方針は、「ロー

タリーを伝える」と「６０周年に繋げる」でありました。 

 「ロータリーを伝える」ために、いくつかの工夫をしました。 

 まず、ＲＩ会長のバリー・ラシン氏のテーマ「インスピレー

ションになろう」を皆様にお伝えするために、映像を使うこと

を思いつきました。第２例会の会長報告の冒頭で会場のス

クリーンにラシン氏の映像を流しました。国際協議会の雰

囲気とＲＩ会長の意気込みをお伝えできたかと思います。 

 次に、「ロータリーを伝える」を自分なりに実践するため

に、ロータリーソングを作ってみようと思い立ちました。ロー

タリーのキイ・ワードであります「親睦」、「奉仕」、「アイ・サー

ブ」について、自分の理解したロータリーを簡単明瞭な言

葉で表現できればと頭を捻りました。新入会員さんがこの

歌の歌詞を読んで、何となくロータリークラブの概要がぼん

やりとであっても理解していただければ、私の「理解」を伝

えることに成功したことになります。 

 さらに、「ロータリーの目的」について、１０月、１１月，１２

月と三回にわたって、自分なりの解釈をお伝えしました。特

に入会年度の浅い会員さんは、１０月、１１月，１２月の第３

週の週報をもう一度ご覧いただければ、三木年度のエッセ

ンスを読みとっていただける思います。 

 「ロータリーを『社会に』伝える」ために絶好のツールであ

ります『人間万歳！』で、番組の冒頭、パーソナリティの小

田川さんのタイトルコール『人間万歳！』に続けて、「ロータ

リーといえば職業奉仕。奉仕の心で世界を結ぶ、和歌山南

ロータリークラブ が提供します。」の一文を加えていただき

ました。番組最後に聴取者プレゼントの案内で、「南クラブ

の会員である誰それからの何何のプレゼント」と会員名を

出していただくことと相まって、市民と和歌山南ＲＣとの距

離感が少し縮まった、そんな効果があったのではないかと

思います。 

 「ロータリーを伝える」その前提条件として、「ロータリーを

考える」、「ロータリーに対する理解をより深める」ということ

が必要となります。その一助となるように、職業奉仕委員会

において、会員の経営する会社の社是、社訓、経営理念

を『職業奉仕への道しるべ』という小冊子にまとめていただ

きました。６０周年に向けて、職業奉仕の理解をより深めて

いただく資料としていただければ、真の意味の『親睦』の実

践になるかなと思います。これは「６０周年に繋げる」ための

一つの仕掛けであります。 

 この「６０周年に繋げる」というもう一つのテーマについて

は、ＩＤＭにおいて、新規事業のアイデアを出していただき

ました。次年度の山田年度、６０周年の樫畑年度での事業

卓 話 
のヒントになれば、私の年度から「６０周年に繋げる」ことが

できたものと思います。６０周年の記念事業についても考え

ていただきました。いただいたアイデアを参考にして60周

年実行委員会において記念事業を組み上げていきたいと

思います。 

 さて、この「６０周年に繋げる」ためにも「当クラブならでは

の事業」を模索してきました。社会奉仕委員会の、『安心安

全の街づくり』をテーマにした「ドライブレコーダー車載推

進とこれに伴う子供見守り事業」、 青少年育成委員会の

市内の児童養護施設の子供たちを対象とする奨学金制度

の立ち上げ。国際交流委員会においても、「６０周年に繋

げる」ための熱い議論がありました。国際交流の在り方、考

え方。いままでの友好を図るだけの国際交流ではなくて、

奉仕に重心を移した国際交流を実現すべく６０周年に繋げ

ていっていただけるものと期待しています。 

 今年度のクラブテーマを中心に、一年を振り反ってみまし

た。 

 基本方針どおり、クラブを運営できたかどうか、その評価

は皆様にお任せしたいと思いますが、自分では合格点を

付けてあげたい、と思っています。 

 まだまだ時間がありそうですので、時間の許すかぎり、

「一年を振り反って一番○○だったこと」をお題にして、お

話をしてみたいと思います。 

１）一番楽しかったこと： 親睦活動委員会の各親睦事業 

２）一番嬉しかったこと： 

  和歌山南ＲＣ旗争奪少年野球大会の４０周年記念大会

を紀三井寺球場で開催できたこと 

３）一番頑張ったこと：少年野球大会の始球式のための投

球練習 

４）一番しんどかったこと：毎週の会長報告 

５）一番残念だったこと： 

  阪神優勝で『六甲おろし』を歌えなかったこと 

６）一番良かったこと： 

  柴田幹事が最後まで元気に幹事を務められたこと 

 最後に、会員皆様のご支援、ご協力に感謝を申し上げま

す。 

 ありがとうございました。 

親睦委員会メンバー 
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歓送迎会 
6月11日（火）19：00～ダイワロイネットホテル和歌山に於い

て大野貴廉会員・白石 奨会員の送別会及び藤岡 総会

員・木村哲人会員・越部早絵会員の歓迎会が行われまし

た。 

大野貴廉会員・白石 奨会員 越部早絵会員・藤岡 総会員・木村哲人会員 


