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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 ７月１９日（金） 

出席報告    会員７９名（出席規定適用免除会員１０名） 

 ７月１９日   出席５３名  ホームクラブ出席者６７．０９％ 

 ７月 ５日   出席総数出席７０名（免除会員含み） 暫定出席率：９０．９１％ 

          （会員７９名 出席規定適用免除会員１０名（内出席８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    

こんにちは 

本日は、ビジタ－の伊藤様、お

越しいただき有難うございま

す。 

年年度最初のビジタ－として記

念品をお渡しします。 

また米山記念奨学生グエンティ

トウチャンさんがお越しで、彼女

は弁論大会で優勝しました。 

おめでとうとともに、奨学金をお

渡しします。 

本日はクラブフォ－ラム発表の後半となっています。 

職業奉仕委員会、社会奉仕委員会、青少年奉仕委員会、

国際奉仕委員会の各委員長さんよろしくお願いいたしま

す。 

来週は、「ガバナー公式訪問」ということで国際ロータリー 

第２６４０地区ガバナー、中野均（なかの ひとし）様、そし

てガバナー補佐の森本芳宣（もりもと よしのぶ）様をお迎

えしての例会です。地区のテーマ、方針等をお聞かせ頂

けると思います。多くの会員の出席をお願いいたします。 

さて現在和歌山南ＲＣが実施している3種類の青少年交換

プロジェクトの確認をさせていただきます。青少年交換プロ

ジェクト目的は、世界理解を深め夫々の国の文化、教育等

を体験することです。 

❶最初に長期交換学生（約1年）です。 

「青少年交換プログラム」に従って長期交換留学生で「相

手国への送り出し」と「相手国からの受け入れ」で成り立っ

ています。 送り出しは、昨年度8月24日にアメリカに出発し

た星林高校２年生の大瀬ゆゆさんがアメリカのミネソタ州に

滞在し、7月11日に帰国しました。また昨年度8月19日アメリ

カのミネソタ州セント・ポール市から来日した「サクラ」さんが

7月20日に帰国します。滞在中は、星林高校に在学しまし

た。 

さて7月15日ロイネットで、「サクラ」さんの送別会を、三木前

年度会長、樫畑カウンセラ－、畠中会員、青少年交換委員

会の皆さま、豊田会員、そしてホストファミリ－を受け入れて

くださった星林高校の大瀬さんの出席で実施しました。 

また今回のホストファミリ－は、当クラブから豊田会員、中村

会員、そして星林高校から大瀬さん、福田さん、神谷さん

の、計5家族が担当しました。 

特に期間中、短期間で「さくら」に黒帯を取得までご指導い

ただいた畠中会員の功績に敬意を表したいと思います。 

ただし次の長期青少年交換プログラムは、山田年度は実

施せず、次年度の樫畑年度で募集し、再来年度の上西年

度で実施するという、年度をまたがった事業となります。 

❷続きまして地区主催の短期交換学生です。 

この交換学生はお互いが約3週間の相互滞在となります。

この短期交換学生は地区主催事業で、本クラブの費用負

担はありません。そして事業対象者はすべて星林高校の

生徒です。 

来週の例会で、7月6日に来日したＪＩＮＸ（オランダ）-丸山さ

んをはじめ、ＭＡＲＡ（ドイツ）-松林さん、ＬＩＬＩ（イギリス）-

林さんの6名がご報告に来ます。 

❸新済州ＲＣの短期交換学生 
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幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    

新済州ＲＣと行っている短期（3泊4日）の短期交換学生で、

毎年交互に夫々の国で実施しますが、今年度の実施は致

しません。 

 

知って得する豆知識 

熱中症対策 

暑さ指数（WBGT（湿球黒球温度）： Wet  Bulb  Globe 

Temperature）は、熱中症を予防することを目的として1954

年にアメリカで提案された指標です。 単位は気温と同じ摂

氏度（℃）で示されますが、その値は気温とは異なります。

暑さ指数（WBGT）は人体と外気との熱のやりとり（熱収支）

した指標で、人体の熱収支に与える影響の大きい ①湿

度、 ②日射 ③気温の３つを取り入れた指標です。 

日本体育協会の指針によれば、WBGT温度が31度以上で

は皮膚温より気温の方が高くなるため、特別の場合以外の

運動は中止する、となっている。 

以上をもちまして会長報告といたします。 

会長報告、委員会報告と重複するところがあると思います

が大体の日付順で報告させていただきます。 

１．本年度第１回目のＩ．Ｄ．Ｍ．の班割り、テーマをラックの

方に掲示しております。班長さん並びに当番さんの方はよ

ろしくお願い致します。 

２．和歌山西警察より「愛すメール」事業協賛の礼状が届い

ております。ニコニコ掲示板に貼っていますのでご覧下さ

い。 

３．７月入会の宮本会員､佐藤会員､植田会員の所属委員

会は､親睦活動委員会に配属されました。 

４．明日２０日、皆さまにお世話になりました長期交換学生

のＳａｋｕｒａが関空１６時50分発のＵＡ３４便にてアメリカに帰

国します。ホストファミリーとは１４時３０分に４階カウンター

にて待ち合わせの予定です。お時間があればお見送りの

ほどお願いします。 

５．あさって２１日、紀ノ川の河川敷清掃があります。８時集

合となっていますのでご参加よろしくお願いします。飲み物

は用意させていただきますが、各自、タオル等熱中症対策

のうえご参加下さい。 

６．来週２６日、中野ガバナー公式訪問例会となっておりま

す。みなさまご出席のほどよろしくお願いします。その折暑

い中恐縮ですがジャケット、ロータリーバッジの着用をお願

いします。ネクタイは結構です｡  本日は以上です。 

ロータリー財団ロータリー財団ロータリー財団ロータリー財団    

R財団より江口暢洋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山田会長よりお渡し致しま

す。 

委員会委員会委員会委員会    基本方針・活動計画基本方針・活動計画基本方針・活動計画基本方針・活動計画    

委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告 

R情報委員会 小野正克委員長 

第１回 ＩＤＭのメンバーを発表しま

す。 

今回のＩＤＭのテーマは次の通りで

す。 

 テーマ（Ⅰ） 新済州ＲＣとの今後の付き合い方 

 テーマ（Ⅱ） 和歌山南ロータリークラブの内部留保金と 

          会費について 

 テーマ（Ⅲ） ＩＤＭ第7班は昨年・当年入会会員で構成 

         し、第７班のテーマとして、ロータリーとは？ 

期間は2019年7月26日から8月9日までとします。 

尚、発表は8月23日を予定しています。 

職業奉仕委員会職業奉仕委員会職業奉仕委員会職業奉仕委員会 

委員長 大山 典男 

(職業奉仕プロジェクト担当理事） 

基本方針 

国際ロータリーがロータリー発足の原

点である職業奉仕を社会奉仕に合流

させようとしていることに危惧を持ちつ

つ、本来の職業奉仕を原点から勉強していきたい。 

 昨年度田中委員長の作成した「職業奉仕への道しるべ」

並びにロータリーの友への投稿記事を本年度も引継いで

いきたい。 

米山奨学生米山奨学生米山奨学生米山奨学生    

米山奨学生グェンティトウ

チャンさんが本日 例会に出

席しました。 

スピーチ後、山田会長より米

山奨学金7月分をお渡ししま

した。 
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社会奉仕委員会社会奉仕委員会社会奉仕委員会社会奉仕委員会 

社会奉仕プロジェクト委員会社会奉仕プロジェクト委員会社会奉仕プロジェクト委員会社会奉仕プロジェクト委員会 

青少年奉仕委員会青少年奉仕委員会青少年奉仕委員会青少年奉仕委員会 

青少年交換委員会青少年交換委員会青少年交換委員会青少年交換委員会 

国際奉仕委員会国際奉仕委員会国際奉仕委員会国際奉仕委員会 

委 員 長 田中 祥博 

副委員長 角谷 浩二 

委   員 嶋谷 浩男 野島 好史 

               瀧本 幹之  中村 和子  

基本方針 

 昨年度、職業奉仕委員会（職業奉仕プロジェクト委員会）

において実施された、会員に対する職業奉仕に関する意

識調査においては、相当数の会員が、職業奉仕の理念に

ついて、難しいと感じているとともに、職業奉仕理念を把

握・修得したいと考えている実態が示された。 

本年度は、メンバー各人が、各人なりの職業奉仕を実践で

きるように、職業奉仕の理念から「難しい」イメージを払拭し

て、これを把握・修得するための活動を行いたい。 

委員長 野村 壮吾 

（社会奉仕プロジェクト担当理事） 

基本方針 

会長方針、本年度のクラブテーマ

でもある「四つのテストを楽しもう」

を基本に、地域社会に貢献する

事業を計画し実行することとす

る。 

委  員  長 橋本 忠通 

副委員長 岩本 研 

委   員 前窪 貫志 田村 公之 

       窪田 哲也 山本 善昭 

               栗本 勝彦 吉村 利規 

基本方針 

本クラブ会員がその地域社会に対する諸債務を遂行する

うえに役立つ指導と援助を与えるような方策を考慮しこれを

実施するものとする。 

社会奉仕プロジェクト委員会と協議を重ね、和歌山南ロー

タリーにふさわしい活動を行う 

委 員 長 豊田 泰史 

（青少年奉仕委員会担当理事） 

基本方針 

 青少年奉仕委員会は、青少年育

成委員会と青少年交換委員会を含

む奉仕委員会となっています。 

 この両委員会の活動をサポートし

つつ、現代社会における様々な青少年関係の問題や課題

にも関心を持ちながら、当クラブとして次代を担う青少年に

向けた奉仕活動を考えていきたいと思います。 

委 員 長 海堀 崇 

副委員長 野島 好史 岩橋 一博 

委   員  窪田 惇己 畠中 耕作 

              角谷 浩二 宮下 直子 

基本方針 

 次世代を担う青少年への支援等

を行い、青少年ならびに若者に

よって好ましい変化をもたらしうる奉仕活動となるよう努め

る。和歌山市養護施設等協議会などの協議を踏まえ、和

歌山南RC和歌山市児童養護施設等奨学金制度を運用す

ることによってすでに決定している奨学生や新たな奨学生

への支援をおこなうほか、その他の社会的養護のもとにあ

る子どもたちへの支援をおこなう。また、クラブ全体が青少

年支援にかかわりがもてる事業の実施について検討する。 

青少年育成委員会青少年育成委員会青少年育成委員会青少年育成委員会 

委 員 長 林  勇伺 

副委員長 坂東 利仁 

委  員 大桑 祥嗣、中村 和子 

      柘植 義信、宮本 保志 

基本方針 

 次世代を担う青少年の国際交流

は、相互の国の社会や文化を理解

する上で絶好の機会であり、将来彼らが世界の平和に寄

与できるよう活動を行う。 

委 員 長  水城 実 

＜国際奉仕委員会担当理事＞ 

基本方針 

 山田会長の方針にそって、ミャン

マーへの保育園寄贈プロジェクトを

遂行いたします。『交流と親睦が中

心』から『共に国際奉仕活動を行

う』へ、時代の流れに乗ります。今後の国際奉仕活動のあり

方については姉妹クラブと協力して積極的に試行、探求し

ていきます。 

また、活動にあたっては財団補助金の有効活用を図りま

す。 

職業奉仕プロジェクト委員会職業奉仕プロジェクト委員会職業奉仕プロジェクト委員会職業奉仕プロジェクト委員会 

国際交流委員会国際交流委員会国際交流委員会国際交流委員会 

委 員 長 毘舎利 薫 

副委員長 井口 善隆 金谷 直俊 

委  員 大工 博史 前畑 泰洋 

              西村 昌記 樫畑 国俊 

保田 隆紀 

基本方針 

世界奉仕の理念に基づいた国家間事業を企画、実行し国

際交流を深め、姉妹クラブとの円滑な関係を推進する。 
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                                                                                                                                        ニコニコ箱ニコニコ箱ニコニコ箱ニコニコ箱 

本人誕生日・・・木村君 

大阪南RC：伊藤芳晃様・・・大阪南ロータリークラブからメイキャップで参りました。よろしくお願いします。 

北畑君・・・一年間お世話になりました。長期交換学生のSakuraが明日アメリカへ帰ります。ありがとうございました。 

岡崎君・・・皆様お誕生日プレゼントは、弊社の取扱い商品をご利用いただいて、ありがとうございます。 

岩井君・・・中村和子会員に大学の先輩ともどもお世話になりました。楠部さんに写真を頂いて。 

保田君・・・初めてのSAA頑張らせて頂きます。宜しくお願いします。 

前窪君・・・チョット良いことが！！ 

前嶋君・・・チョット良い事があって。 

栗本君・・・楠部さんに写真をいただきました。ちゃんさん例会にようこそ。 

山田守君・・・楠部さんに写真を頂いて！米山のグェンティトウチャンが来てくれてます。 

中村君・・・楠部さんに写真をいただいて。さくらの道着の写真もありがとうございます。 

戸井君・・・ゴルフ同好会幹事会残金 

柘植君・・・六地蔵の話をしていたら大きな放火が起き驚いています。あまりにもおそろしくなりましたので宝くじがわりに 

             ニコニコに入れます。 

山中君・・・楠部さんから写真頂いて。 

窪田（惇）君・・・楠部様 いつも写真ありがとうございます。 

大林君・・・楠部さんに写真を頂いて。  大山君・・・楠部さんに写真頂いて。      玉井君・・・楠部会員に写真をいただいて。 

坂東君・・・楠部さんに写真頂いて。   北畑君・・・楠部さんに写真をいただいて。 柴田君・・・楠部さんに写真をいただいて！ 

石橋君・・・楠部さんに写真を頂いて。  水城君・・・楠部さんに写真を頂いて。  山本君・・・楠部さんに写真を頂いて。  

井口（廣）君・・・楠部さん写真ありがとうございます。           前畑君・・・楠部さん写真ありがとうございます。 

宮本（保）君・・・楠部さんに写真を頂いて。 

成瀬君・・・連続欠席お詫び。             豊田君・・・早退おわび。 

RRRR財団委員会財団委員会財団委員会財団委員会 米山奨学委員会米山奨学委員会米山奨学委員会米山奨学委員会 

委 員 長  生駒 直也 

副委員長 成瀬 宏司 

委  員  庵田 正二 

       楠部 和弘 

基本方針 

 ロータリー財団についての、会

員の理解を深め、寄付活動など

を通じて 

 国際奉仕活動に参加する。 

委 員 長  林  芳史 

副委員長 栗本 勝彦 

委  員  山田 昭子 

委  員  前嶋ヒロム 

基本方針 

平和な日本を世界に理解して頂

くよう 

アジアの国々から留学生を受け入れ 

平和な日本を肌で感じてもらえるよう努力する。 

紀の川河川敷清掃活動紀の川河川敷清掃活動紀の川河川敷清掃活動紀の川河川敷清掃活動    令和元年７月21日（日）に行われた国土交通省の河川

愛護月間行事の一環である紀の川河川敷の清掃活動に

当クラブより34名が参加しました。 


