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  ２０１９年 ７月１２日（金） No.２７６９ 

 第２８２５回 例会 

 ○ ソング「４つのテスト」 

 〇 クラブフォーラム 

    「委員会事業計画発表」 

 

 ７月１９日（金） 

 ○ ソング「ロータリーって何だろう」 

 〇 クラブフォーラム 

    「委員会事業計画発表」 

2019-2020年度 RI会長 ﾏｰｸ･ﾀﾞﾆｴﾙ・ﾏﾛｰﾆｰ 「 ROTARY CONNECTS THE WORLD 」 

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 ７月 ５日（金） 

出席報告    会員７９名（出席規定適用免除会員１０名） 

 ７月 ５日   出席６９名  ホームクラブ出席者８７．３４％ 

 ６月１４日   出席総数出席６４名（免除会員含み）確定出席率：８４．２１％ 

          （会員８０名 出席規定適用免除会員１１名（内出席７名） 

山田 守 会長 就任挨拶 

ガバナー     中野 均 

本日のプログラム 

冒頭4つのテストを歌いま

す。 

今年度の会長させていただき

ます山田です。 

改めましてよろしくお願いしま

す。 

本日新入会員の御三方を紹

介します。 

宮本憲吾会員（綜合警備保

障㈱和歌山支社長）、佐藤則

文会員（ダイワロイアル㈱ダイワロイネットホテル和歌山総

支配人）、植田好紀会員（あおば不動産代表）です。早く

ロータリーに慣れ、そして楽しんで下さい。 

今年度のクラブテ－マは「ロータリー4つのテストを楽しもう」

です。 

今年のＲＩ会長、マーク・ダニエル・マローニさんのテーマ

は、「ロータリーは世界をつなぐ」です。 

彼曰く「私たちの奉仕活動は、同じ価値観を共有し、よりよ

い世界のために願う人々への結びつきをもたらし、私たち

の支援を必要とする人々とつながり世界中の地域社会で

人生を変えるような活動を行うことをロータリーは可能にし

ている」と言っています。 

 そしてロータリーは家族との時間を犠牲にするのではな

く、家族との時間を補完するような場であるとともに、クラブ

が温かく、みんなを受け入れ、家族と奉仕活動が両立でき

る、と言っています。 

また2640地区の中野均ガバナーは、「参加してロータ

リー活動を楽しもう」言われています。 

さて今年度、和歌山南ＲＣはミャンマーへの支援活動を

柱に、和歌山市児童養護施設奨学金支援、そして家族

集っての楽しい親睦事業、また奉仕活動の中で、毎年恒

例の少年野球、柔道の支援をもとに、今年は和歌山で年

齢ピック紀の国和歌山、来年は東京オリンピック、パラリン

ピックが開催されます。そこで和歌山南RCがスポ－ツへの

支援（奉仕活動）として和歌山県体育協会、和歌山市ス

ポ－ツ振興課と連携した取り組みを行います。 

そして来年の樫畑年度はクラブ創設60周年になります。

井口60周年実行委員長と、連携を密にし、より良い60周年

に結び付けたいと思います。 

標語のとおり「楽しくなければロータリーでない」となって

います。 

ロータリーで楽しさとは何かを考えたときに、支援活動、奉

仕事業、親睦活動と様々な思いがあると思いますが、会員

夫々のスタンスで、楽しいロ－タリ－活動を実践し、4つの

テスト①真実かどうか②みんなに公平か③好意と友情を深

めるか④みんなのためになるかどうか、をご自身の立ち位

置で理解を深め、奉仕活動に参加し、ロータリー活動を楽

しんで下さい。 

そして私自身、会長として、できるかぎり事業に参加しロー

タリーを楽しみたいと思っています。 

そして私のこだわりとして、毎週会長報告時に旬の食べ

物、気象、知って得する豆知識、等をご披露させていただ

きます。 

早速ですが来年50数年ぶりにオリンピックが東京で開催
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委員会報告 

北畑博史 幹事 就任挨拶＆幹事報告 

されます。 

先月橋本社会奉仕プロジェクト委員長、前窪会員、栗本会

員と和歌県体育協へ行き、聖火ランナーのサポ－トを打診

しましたが断られました。 

ところが４７都道府県を回る東京２０２０オリンピックの聖

火リレーで、県は、和歌山県内を走る聖火ランナーの募集

を始めました。 

県教育委員会スポーツ課プロジェクト推進室によります

と、県内の聖火リレーは来年４月１０日と１１日に、新宮市か

ら橋本市までの１４市町が走行ルートになっています。 

ランナー１人あたりの走行距離はおよそ２００メートルで

す。 

応募要件は、平成２０年４月１日以前に生まれた和歌山

県にゆかりのある人で、国籍や性別は問いません。 

すでに今月から募集が始まっているスポンサー企業４社の

ランナーと合わせて１６０人から１８０人が、県内を聖火リ

レーでつなぎます。 

聖火ランナーの募集期間は今年７月１日から８月３１日ま

でで、県実行委員会が公募する人数は３８人です。 

我がクラブで柴田哲男前幹事が聖火ランナーを務めると聞

いています。 

最後になりましたが、私自身、ロータリーをより理解し、努

力する所存でいます。 

今後とも皆様方のご指示ご協力を頂けますよう、1年間よろ

しくお願い申し上げます。 

岡崎全雄 SAA・ソング委員長 就任挨拶 

 本年度、幹事という大役を拝

命しました北畑です。微力では

ございますが、山田会長のもと

クラブ運営が滞りなく行くよう精

一杯努力する所存です。会員

皆様のご指導ご協力を賜ります

ようお願い申し上げ、幹事就任

のご挨拶とさせていただきま

す。 

 続きまして本日の幹事報告をいたします。 

まずラックの方に樫畑ガバナーよりの最終月信と和歌山Ｒ

Ｃよりインターシティミーティングが、また、会場入り口に本

年度の週報ファイルを置いていますのでお持ち帰りくださ

い。次に７月のロータリーレートは１０８円となっております。

続きましてＲＩや地区から会長・幹事宛に届きましたメール

を出来るだけニコニコ掲示板で紹介するように致しますの

で例会にご出席時にはご覧頂くようお願いします。本日、

その掲示板に近隣ＲＣの例会案内、米山財団よりの５０周

年記念式典の案内などを掲示しています。 

 ２０１８－１９年度の委員会報告並びに本年度の委員会計

画を未提出の委員長様方は出来るだけ早く提出のほどお

願いいたします。最後に本日例会終了後理事役員会を開

催しますので理事役員の方はよろしくお願いいたします。 

本年度 SAA・ソング委員会 

委員長をさせて頂きます。 

岡﨑全雄です。 

SAA委員会メンバーは自分た

ちも楽しむ例会をしようと考え

ております。 

新米メンバーが多い委員会で

すが、日々の例会運営を経

験しながらオンザジョブトレイ

ニングで時間内での進行を学

ばせて頂きます。 

年度末のワンクール（4月・5月・6月）では成長した例会進

行を見せれるようにメンバー一同頑張りますので、皆様の

ご協力よろしくお願いします。 

①青少年交換委員会 

 林 勇伺委員長 

 今月１５日から地区の交換留学

生３名が来日されます。星林高

校からオランダ、ドイツ、イギリス

に留学する３人と合わせて６名を

連れて高野山へ地区の交換プロ

グラムの研修会に行ってまいりま

す。 

 一方、サクラさんが２０日に帰国されます。前もって１５日

に送別会を催します。 

 アメリカへ留学中の大瀬さんは７月１１日に帰国されま

す。 

 

②国際奉仕委員会 

 水城 実委員長 

 ミャンマー保育園寄贈事業として

９月１１日から１６日まで候補地の

選定などの下見に行ってきます。

委員の枠にとらわれず全クラブメン

バーから参加者を募集いたしま

す。ご希望の方は一週間以内に水城までお申出下さい。

一人当たり５万円くらいの補助金がクラブから支給される予

定です。 

 

③社会奉仕プロジェクト委員会 

 橋本 忠通委員長 

 紀の川河川敷一斉掃除の案内

です。７月２１日午前８時から１０時

の予定です。参加よろしくお願い

します。 
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連続出席表彰 

前田耕道会員４５年  

宮本保志会員 １年  

④親睦活動委員会 

 岩井 雅之委員長 

7月28日(日)に山田年度最初の親

睦活動委員会の事業として、港ま

つり花火大会に合わせて納涼家

族会を開催致します。場所は和歌

山テニスセンター西浜校を今年も

山田会長にご提供して頂きます。

昨年に続きバスによる送迎とカ

ジュアルフレンチレストランのボナペティさんによるお料理

を楽しんで頂きたいと思います。ご家族の皆さまお誘い合

わせの上、多数のご参加のほどよろしくお願い致します。 

 

日時:7月28日(日)17時30分〜21時（雨天決行） 

場所:テニスセンター和歌山 西浜校 

    和歌山市西浜903-1 

会費:会員 無料、ご家族 高校生以上2000円 

 

当日予定 

17時30分より、バスによる送迎 

18時30分より、ケータリング開始 

20時より、花火大会見物 

21時より、後片付け及びバスによる送迎 

送迎バスについて 往路 

JR和歌山駅東口 

納涼家族会 

長 寿 祝 

前嶋ヒロム会員が、今月古希を迎えられますので山田会長

よりお祝いの記念品をお渡し致します。 

ロータリー財団 

R財団より北芝昌明会員、坂東利仁会員にマルチプル

ポールハリスフェローのピンが届いておりますので山田会

長よりお渡し致します。 
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新 会 員 

氏名 宮本 憲吾（みやもと けんご） 会員 
生年月日 昭和４５年４月３日生まれ 牡羊座 

職      業 綜合警備保障（株）和歌山支社 

家族構成 妻、娘２人 

趣      味 ドライブ、音楽鑑賞 

一口メモ 安全、安心についてはご相談下さい。 

             ゴルフは迷惑おかけしないよう頑張ります。 

             今後ともよろしくお願い申し上げます。 

氏名  佐藤則文（さとうのりふみ）会員 
生年月日 昭和４４年３月２７日生まれ おひつじ座 

職      業 ホテル業総支配人 

家族構成 妻、子２人 

趣      味 旅行、読書 

一口メモ 奉仕の理想を理解し行動致します。 

               どうぞよろしくお願い致します。 

氏名  植田好紀（うえだよしき）会員 
生年月日 昭和４２年４月２８日生まれ 牡牛座 

職      業 不動産業 

家族構成 妻、長女、次女 

趣      味 ゴルフ、食べ歩き 

一口メモ 皆さまよろしくおねがいします。 

会長・幹事バッチ授与式 

前年度三木菊夫会長・今年度山田 守会長によるバッチ

の交換がおこなわれました。 

前年度柴田哲男幹事・今年度北畑博史幹事によるバッ

チの交換がおこなわれました。 

新 会 員 

新 会 員 
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乾杯の挨拶 

三木直前会長より新年度

を祝って乾杯の挨拶があ

りました。 

ゴルフ同好会 

三木菊夫直前会長より橋本忠通会員にゴルフ同好会201

８-1９年度マンスリー優勝記念品が贈呈されました。 

山田 守会長よりゴルフ同好会石橋英二会長に201９-２０

年度の優勝記念品の目録が贈呈されました。 

７月 

お誕生祝 



 

 

２０１９－２０２０年度テーマ：「 参加してロータリー活勣を楽しもう 」 

 

           ニコニコ箱 
 

 

本人誕生日・・・石橋君・上西君・大山君・金谷君・北芝君・北畑君・島村君・田辺君・角谷君・豊田君・橋本忠美君・藤林君・ 

          前嶋君 

奥様誕生日・・・藤岡君・藤田君・南方君 

事業所創立・・・石橋君・角谷君・岡崎君・玉井君・畠中君・堀井君・山中君 

入会記念日・・・石橋君・岩橋君・上西君・海堀君・樫畑君・金谷君・窪田（惇）君・柴田君・玉井君・柘植君・角谷君・ 

          林（勇）君・藤田君・藤林君・前嶋君・前田君・三木君・宮下君・宮本（保）君 

皆出席表彰・・・前田君・宮本（保）君 

 

山田守君・・・今年1年間よろしくお願いします。 

庵田君・・・山田丸の出航と合せてテニスの表彰おめでとうございます。良き日になりました。 

橋本忠通君・・・ゴルフ同好会、マンスリー頂きました。スコアは76で15年ぶりの自己ベスト更新でした。 

前島君・・・長寿祝をいただく年令になりました。山田会長 初例会おめでとうございます。 

山中君・・・初例会を祝し。昨年度3度の骨折が橋本病院のお陰で無事完治しました。 

北畑君・・・一年間よろしくお願いします。 

豊田君・・・山田年度のスタートを祝して。 

島村君・・・山田会長・北畑幹事・岡崎SAAの船出に！！ 

畠中君・・・ゴルフ同好会より賞金多く頂きましたので。 

田中（祥）君・・・山田年度船出おめでとうございます。前親睦委員会打上げで上西委員長にごちそうになりありがとうござい 

          ました。 

山田（昭）君・・・上西先生においしいおソバをごちそうになって。 

宮下君・・・きのくに音楽祭のガイドブックをテーブルに置かせて頂きました。どうぞご覧になって下さい！！ 

藤林君・・・山田年度宜しくお願いしまう！ 

樫畑君・・・〇山田年度船出を祝って。〇佐藤総支配人をお迎えして。 

大山君・・・本人誕生日＆山田会長、北畑幹事、岡崎SAA頑張って下さい。 

三木君・・・①山田会長、北畑幹事、岡崎SAA、一年間よろしくお願いいたします。 

       ②植田さんを新入会員としてお迎えできて。 

楠部君・・・宮本さんに入会していただいて！！ 

野村君・・・山田会長１年間よろしくお願いします。それとチョット良い事がありました！！ 

林（芳）君・・・○山田会長、北畑幹事、岡崎SAA 一年間宜しくお願い致します。○三木前会長ごちそうさまでした。 

前窪君・・・山田会長、北畑幹事、岡崎SAA 一年間ヨロシク。 

小野君・・・植田よしきさんをお迎えして。 

堀井君・・・○会長、幹事 １年間よろしく。○今日7/5 38回目の結婚記念日をむかえました。 

前畑君・・・上西先生ごちそうさまでした。 

みどり会より・・・（歴代幹事会） 

次年度会員選考、会員増強、出席の３委員会より・・・6月27日開催委員会 

山田年度親睦活動委員会・・・いよいよ山田年度が始まります。1年間よろしくお願い申し上げます。 

 

カラオケ同好会 

第１２４回例会 ７月２日（火） 次回開催日 8月6日（火） 


