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 第２８２４回 例会 

 ○ ソング「君が代」・奉仕の理想 

 〇 初例会 

     会長・幹事・SAA 就任挨拶 

 

 ７月１２日（金） 

 ○ ソング「４つのテスト」 

 〇 クラブフォーラム 
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          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 ６月２１日（金） 

出席報告    会員８０名（出席規定適用免除会員１１名） 

 ６月２１日   出席５６名  ホームクラブ出席者７０％ 

 ６月 ７日   出席総数出席６４名（免除会員含み）確定出席率：８６．４９％ 

          （会員８０名 出席規定適用免除会員１１名（内出席５名） 

会長報告会長報告会長報告会長報告    

ガバナー     中野 均 

本日の本日の本日の本日のプログラムプログラムプログラムプログラム    

 最後の会長報告は、ロータ

リークラブ、ロータリアンとって

核心である「職業奉仕」につい

ての話をさせていただきます。 

 会長になるに当たり、ロータ

リーの事をできるだけ簡単な言

葉で人に説明できるようになろ

うと、思いました。難解な理屈を

こねくり回すのではなく、日常

の言葉を使って「ロータリーを

伝える」ことを一つの課題といたしました。 

 そこで、「職業奉仕」です。職業奉仕とは何か、ロータリア

ンにとって永遠のテーマ、説明の難しいものになっていま

す。その意味合いが奥深いものであればあるほど、説明の

ために難解な言葉を使わざるを得ないという事情もあるで

しょう。しかし、そこは誤解を恐れずに、私の直観とインスピ

レーションで、簡単な言葉で説明することにしました。 

 つまり、私は、職業奉仕とは、『日々「奉仕の精神」を持っ

て仕事をすること』、それを「職業奉仕」と理解しています。

ここで「奉仕の精神」とは何かといいますと、他者に対する

「愛」とか「思いやり」の事です。したがって、『日々、思いや

りの心を持って仕事をする』、それはお客様であったり、下

請けであったり、従業員であったり、自分以外の他者に対

して、たえず思いやりの心をもって仕事をする、それが職業

奉仕の実践である、と理解をいたします。「自分だけ儲けた

らええわ」の仕事ではなく、「お客様の役に立つ」、ひいて

は「地域社会のためになる」その様な意識を持って日々仕

事をしたいと思います。そして、ロータリアンとして、職業奉

仕を日々実践することが、ロータリアンとしてのプライドであ

ると考えます。 

 『人間万歳！』のタイトルコールに「ロータリーと言えば職

業奉仕」というコピーを使ってもらっています。ですから、皆

様もラジオを聴いている人から、「職業奉仕って何です

か？」と突然質問されるかもしれません。そういう時に、口を

濁さず、間髪入れずに、自分なりの言葉で「職業奉仕」を

説明できることが大切だと思いますし、そうありたいと思い

ます。 

 私の「職業奉仕」は、「日々、思いやりの気持ちを持って

仕事をすることです。」と言うことを皆様にお伝えいたしまし

て、一年の締めくくりにさせていただきます。 

 一年間ありがとうございました。 

ゲスト 

米山奨学生・・・・・・グラン ティ トゥ チャン さん 

青少年育成支援基金奨学生・・・前田希穂さん 

本日のソング「六甲おろし」 

を三木会長が熱唱しました。 
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委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告 

和歌山南RCのメンバーの皆様一

年間本当にありがとうございまし

た。 

三木さんより幹事の要請があり、

お受けする事としました所、11月3

日に医大に緊急搬送され9時間に

及ぶ大手術となってしまいました。

その後1週間のICUで経過観察

し、普通病棟に移りました。病名は

大動脈解離ということです。退院にあたりまして、理学療法

士の先生に12月1日に姉妹クラブ（台湾岡山RC）の方々が

お見えになるので、車イスでお迎えするのではなく、立って

お迎えできるようにスケジュールを組んで下さいとお願い致

しました。12月の臨時総会での承認を頂きましたが、1年間

幹事職を全うすることが出来るかどうか不安で一杯でした。

しかしながら、私を幹事に指名した三木さんの心中は穏や

かではなかったと思われます。 

昨年の11月も眼底出血で1週間の入院を経験し、中々難し

い場面もありましたが、本日を迎え長いようであり短くも感じ

ました。何とか幹事を全うすることが出来た事が嬉しく思い

ます。ありがとうございました。 

尚、外来卓話者が卓話時に使用される南RCのノートパソコ

ンの調子が悪くご迷惑をお掛けしておりましたが、三木年

度として新しいノートパソコンを購入しました。山田年度に

て役立てて頂きたいと思います。 

今後とも和歌山南RCのメンバーとして尽力を尽くしてまいり

たいと思います。 

次年度国際奉仕委員会 水城 実委員長 

6月中に和歌山南ロータリークラブとして地区に地区補助

金を約40万円申請いたします。これは次年度国際奉仕委

員会としてのミャンマーへの保育園寄贈事業を行うための

一部財源としてです。保育園の建設予定地の視察のため

に9/11～9/14で山田次年度会長を含む4名でミャンマー

に参ります。保育園の開園式は2020年の2月を予定してい

ます。皆様のご支援ご協力のほどよろしくお願い申し上げ

ます。また事業にご関心の有るメンバーの皆様にもぜひ一

度ミャンマーをご訪問いただきたいと思っています。 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    

金沢に転勤される

白石 奨会員より

皆様に退会のご挨

拶がありました。 

退会の挨拶退会の挨拶退会の挨拶退会の挨拶    

青少年育成基金奨学金授与認定証贈呈青少年育成基金奨学金授与認定証贈呈青少年育成基金奨学金授与認定証贈呈青少年育成基金奨学金授与認定証贈呈    

セレモニーセレモニーセレモニーセレモニー    

野島青少年育成委員長より青少年育成支援基金奨学生

(2019.4～2020.3)前田 希穂さんのご紹介がありました。 

前田希穂さん スピーチ。 

前田希穂さんに三木会長より青少年育成基金奨学金授与

認定証をお渡ししました。 
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米山奨学生米山奨学生米山奨学生米山奨学生    

栗本 米山奨学生カウンセラーよりグェンティトゥチャンさん

の近況報告がありました。 

チャンさん スピーチ。 

三木会長より奨学金をお渡し致します。 

退任の挨拶 

   三木会長・柴田幹事・林SAA委員長 

懇懇懇懇    親親親親    会会会会    

  乾杯の挨拶 

野村壮吾直前会長 
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                                                ニコニコ箱ニコニコ箱ニコニコ箱ニコニコ箱 

事業所創立・・・田村君 

三木君・・・1年間ありがとうございました。次年度山田年度にエールをおくります！フレーフレー山田！！ 

楠部君・・・「健康」のアリガタサよく判りました。 

大工君・・・三木先生、おつかれ様でした。堀井さん、おくさん、みなさん、お世話になりました。 

柴田君・・・南RCの皆様１年間本当に有難うございました。 

林（芳）君・・・一年間ありがとうございました。 

橋本忠美君・・・先日18年務めた支払基金の審査委員を退任し今年25年務めた市医師会理事退任します。 

          いよいよ本格的隠居生活に入ります。 

田中（章）君・・・ 

村上君・・・「ゆめここ」をむかえて。 

庵田君・・・おつかれ様。三木会長はじめ三役の皆様。 

野村君・・・6月ゴルフで優勝させていただいて。また三木会長、柴田幹事おつかれ様でした！！ 

野上君・・・三木会長ご苦労様でした。山田次期会長頑張って下さい。 

山田守君・・・三木会長、柴田幹事、林SAA委員長１年間お疲れ様でした。次年度もよろしくお願いします。 

豊田君・・・三木会長、柴田幹事おつかれさまでした。今日、ちょっと良いことがありまして。 

窪田（惇）君・・・ちょっと良い事がありました。感謝！感謝！ 

岡崎君・・・次年度SAA準備委員会６/17開催１００％出席でした。 

栗本君・・・三木会長、柴田幹事、林SAA委員長１年間ご苦労さまでした。チャンさん最終例会へようこそ。 

田辺君・・・楠部さん、いつもありがとうございます。 

岩橋君・・・三木会長お疲れ様でした。 

藤田君・・・ 

前窪君・・・三木年度最終例会、六甲おろし万才！ 

堀井君・・・三木会長、柴田幹事１年間お疲れ様でした。最終例会 欠席ですみません。 

岩井君・・・最終夜間例会ですが学会出席のため遅刻致します。次年度の親睦もよろしくお願い致します。 

樫畑君・・・三木年度 最後の日お疲れ様でした。 

大山君・・・ゆめこ田畑さんありがとう。 

林（勇）君・・・三木会長、柴田幹事、林SAAお疲れさまでした。 

毘舎利君・・・キッチンA（堀井さん）ごちになりました。三木会長、しばた幹事おつかれさまでした。 

次年度クラブ奉仕委員会有志の会・・・三木会長、柴田幹事１年間お疲れ様でした。 

次年度SAAソング委員会より・・・本年度おつかれ様でした。 

白石君・・・本日最終夜間例会が和歌山の最終勤務日となりました。和歌山南RCの皆様には本当に楽しい時間を頂き有難う 

    ございました。岩井先生にごちそうしていただいたドンペリニオンのキリッとした味を胸に金沢に行ってまいります！！ 

戸井君・・・次年度会報委員会残金。 

前嶋君・・・三木会長、柴田幹事、林SAAおつかれさまでした。 

野島君・・・青少年育成委員会奨学金に協力いただきありがとうございます！ 

親睦委員会ニコニコじゃんけん分・・・ 
 

     計 ￥259，000-  累計￥3，344，470- 
今年度もニコニコ献金へのご協力今年度もニコニコ献金へのご協力今年度もニコニコ献金へのご協力今年度もニコニコ献金へのご協力    

2018201820182018----19191919年度年度年度年度    第１２回ラジオ放送第１２回ラジオ放送第１２回ラジオ放送第１２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：令和元年６月２５日（火） 14：05～14：30   ﾃｰﾏ：「健康増進法改正による受動喫煙対策強化について」 

出 演 者：和歌山県福祉保健部健康局 健康推進課健康対策班 主任（兼）海草振興局健康福祉部（海南保健所） 

               主任 口腔保健支援センター  小畑 充彦様 

ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨｰ：小田川和彦さん 
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