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  ２０１９年 ８月 ２日（金） No.２７７２ 

 第２８２８回 例会 

 ○ ソング「君が代」・「奉仕の理想」 

 〇 クラブフォーラム 

    「委員会事業計画発表」・「予算の説明」 

 

 ８月 ９日（金） 

 ○ ソング「四つのテスト」 

 〇 卓話「ねんりんピック紀の国わかやま２０１９ 

        について」 
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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 ７月２６日（金） 

出席報告    会員７９名（出席規定適用免除会員１０名） 

 ７月２６日   出席６１名  ホームクラブ出席者７７．２２％ 

 ７月１２日   出席総数出席６１名（免除会員含み） 暫定出席率：８０．２６％ 

          （会員７９名 出席規定適用免除会員１０名（内出席７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    

 本日は、「ガバナー公式訪問」

ということで国際ロータリー 第２

６４０地区ガバナー、中野均（な

か の・ひ と し）様、そ し て ガ バ

ナ－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。地区の現状、事業等の

アナウンスをしていただけると思

います。 

 次に地区主催の青少年交換生がお越しです。Jinx（オラ

ンダ）-丸山、Mara（ドイツ）-松林さん、Lily（イギリス）-林さ

んの6名がお見えです。 

後ほど林青少年交換委員長の報告があります。 

 ７月21日和歌山市の主催事業である和歌山の水源、紀

の川河川清掃にご協力いただき、ご参加の皆さま有難うご

ざいました。 

 先般私は、今年は3年に一度の規定審議会改定年となっ

ている旨の説明と主だった改定事項の説明をしました。そ

の運用の手順を、3年前の野上年度の資料を基に鑑み、

「国際ロ－タリ－・2019年手続要覧変更」に伴い、2020年4

月前後に、和歌山南ＲＣ定款・細則改正のための臨時理

事役員会を開催し、4月中旬ごろ臨時総会を開催し、7月1

日の樫畑年度に運用開始と思われます。そのための準備

を今後行う予定です。 

 次に第一回ＩＤＭが開催されます。テ－マは、姉妹クラブ

の在り方、内部留保金の考え方という大きなテーマです。 

アンケ－ト、過去の内部留保金を鑑み、忌憚のない意見交

換をお願いします。 

 毎年当クラブの支援養護学校「虎伏学園」から恒例の夏

祭りの招待状が届きました。私と、幹事、海堀青少年委員

長、はじめ関係者と出席する予定です。 

 明後日は、納涼家族会で、天気は晴れです。より親睦を

深めるために多くのご家族の参加をお願いします。岩井親

睦委員長を初め、親睦委員会の皆さまよろしくお願いいた

します。 

 

7月の旬の食べ物（野菜、フル－ツ） 

ゴーヤ●健康や美容への効果ビタミンCが豊富で、加熱損

失が少ないのがメリットです。独特の苦み成分モモルデシ

ンは、胃液の分泌を促し食欲を増進させます。夏バテ予防

におすすめです。 

ピーマン●健康や美容への効果 

独特の香りはピラジンという成分で、血液改善作用がありま

す。特に抗酸化作用の高いビタミンC、カロテンが多く美肌

や老化防止に効果が期待できます。 

桃●健康や美容への効果 

甘みが強いわりに低エネルギーで、食物繊維のペクチンが

多く、整腸や便秘解消に効果が期待できます。 

これをもちまして会長報告とさせていただきます。 



 

 

２０１９－２０２０年度テーマ：「 参加してロータリー活勣を楽しもう 」 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    

委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告 

 本日は三点ほど報告させていた

だきます。 

 まず地区より危機管理ポスター

が届いております。これは特に近

年世界的に青少年にかかわる事

業において（米山や青少年交換

事業）問題となって来ているようで

す。メンバーの皆さまも青少年事

業にかかわらずハラスメントには

ご注意をお願いします。 

 同じく地区より本年度地区大会の案内が届いておりま

す。日程は１０月２６日土曜日、２７日日曜日となっておりま

す。開催場所はホテルアゴーラリージェンシー大阪堺で開

催されます。それに先立ち記念ゴルフ大会が１０月１０日木

曜日、天野山カントリークラブで開催されます。大会、ゴル

フとも多数のエントリーをお願い致します。 

 最後に、ニコニコ掲示板に８月の近隣ＲＣの例会変更ま

た、当クラブの８月のプログラムを掲示しておりますのでご

覧下さい。本日は以上です。 

①青少年交換委員会 

  林 勇伺委員長 

本日の例会に、短期交換留学生６

名がみえられました。参加受入学

生はオランダから来日したＪｉｎｘさ

ん、ドイツからＭaraさん、イギリスか

ら来日したLilyさんの３名。参加派

遣学生は星林高校２年の丸山椋子

さん、松林陽和さん、林侑由さんの３名。 

６名それぞれが自己紹介をされました。 

彼女たちは７月２８日、８月４日に帰国、渡欧します。 

②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納涼家

族会を和歌山テニスセンター西浜

校で開催致します。現時点での参

加者は会員46名、ご家族36名、米

山奨学生2名、計84名となっており

ます。多数のご参加ありがとうございます。 

③国際奉仕委員会 

  水城 実委員長 

国際奉仕委員会から報告させてい

ただきます。先般、地区財団へ申

請していました補助金事業『ミャン

マーへの保育園寄贈プロジェクト』

が無事に地区において採択されま

したのでご報告申し上げます。(採

択された金額3415ドル368,820円) 
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２０１９－２０２０年度テーマ：「 参加してロータリー活勣を楽しもう 」 

                    ガバナーアドレスガバナーアドレスガバナーアドレスガバナーアドレス    

国際ロータリー マーク・ダニエル・マローニー会長につい

て 

２５歳の時、ロータリークラブ入会。３０歳の時、クラブ会

長。３４歳で地区ガバナーに就任されました。今までに、国

際ロータリーの重要な役職に携わっておられました。奥様

もロータリアンです。ご夫婦でアラバマ州ジケーター・ロー

タリークラブに所属しています。 

２０１９－２０年度の会長テーマ「ロータリーは世界をつな

ぐ」について、ＰＥＴＳと地区研修・協議会でご説明させてい

ただきましたが、改めてクラブ会員の皆さまにお伝えさせて

頂きたく思います。 

まず、最初に協調事項についてです。「ロータリーは成

長させることです。」それは、奉仕活動やプロジェクトのイン

パクトを成長させること、また、最も重要なことは、会員を増

やすことです。と述べられています。そして、ロータリーでの

経験の中核にあるのは「つながり」であるとマローニー会長

は信じています。 

今、皆様方のクラブにおいて、会員増強に苦慮されている

と思いますが、引き続きご努力願いたく思います。 

続いて、マローニー会長は、「ロータリーで私たちは、お

互いの違いを超え、深く、意義あるかたちでお互いにつな

がることができます。」また、「ロータリーがなければ出会うこ

とがなかった人びと、職業上の機会、私たちの支援を必要

とする人たちとのつながりをもたらしてくれる」と。 

「つながり」についてですが、皆さまは、ロータリーに入会

された時は、どなたかの紹介で入られたことと思います。そ

の方と「つながっていた」のではないでしょうか。また「つな

がり」があって入会を勧められた方もあったことでしょう。会

長テーマ「ロータリーは世界をつなぐ」は、本当に解りやす

い内容です。皆さまの趣味や職業を通してロータリーをつ

ないで頂ければ有難く思います。 

マローニー会長は、「ユニークなネットワークを駆使する

ロータリーを通じて私たちは、人類の素晴らしい多様性と

つながり、共通の目的において末永く続く深い絆を創り出

します。私たち全員をつなぐのはロータリーです。」と言わ

れています。さらに、忙しい職業人や家族の都合でも忙し

い会員にもリーダーの役割を果たしてくれるよう促しまし

た。 

国連との関係について、この焦点は、多くのロータリー奉

仕プロジェクトが支援する国連の持続可能な開発目標であ

ります。ロータリーは世界中の人道的課題に取り組むた

め、国連と共に活動してきました。国連は今日、ロータリー

に対し、非政府組織の相談役に対して与える中で最高の

立場を認めています。「ロータリーは、より健康で、平和で、

持続可能な世界に対する国連の継続したコミットメントを共

有しています。ロータリーはほかの組織にはかなわないも

のを提供します。つまり、奉仕と平和という精神の下に世界

中の人びとがつながることができ、目標に向かって意義あ

る行動を起こすことのできるロータリーのインフラです」と述

べられています。 

 

次に旅行好きのマローニー会長がゲイ夫人と旅に出ら

れた時の話です。それは、ニューヨークシティーのＪＦＫ国

際空港でターミナルをぶらついて人間観察をしていまし

た。どのゲートにも、人びとの島がありました。コンコースの

中央を行けばそこはニューヨークで、同じ川をみんなで進

んでいます。わきにそれてゲートに入ると、川を離れて島に

たどりつきます。そこは、デリーやパリ、テルアビブなので

す。「こんなにさまざまな人が、さまざまな国から、ひとつの

場所に集まっているのは、ロータリーみたいだ」と思いまし

た。しかし、あることでロータリーとは全く違うことに気づきま

した。それは、同じ方向に向かう人は話をするかも知れま

せんが、違う方向に向かう人びとには話かけはしないので

す。 

それに比べロータリーは、私たちが違いを超えて、深く、有

意義な形でつながり合うことを可能にしてくれます。ロータ

リーに入らなければ出会えなかったような人びと、思っても

みなかったほど自分に似ている人びとに引き合わせてくれ

ます。そういった出会いこそ、ロータリーでは、誰ひとり島に

孤立したりしません。誰であれ、どこの出身であれ、どの言

語を話すのでも、みんなが一緒にロータリーに参加してい

ます。私たちは互いにつながり合っています。このつながり

こそ、ロータリーの核となるものです。これこそ、私たちを

ロータリーへ導いたものなのです。これこそ、ロータリー会

員であり続ける理由です。「ロータリーが世界をつなぐ中、

ロータリアンの仲間と一緒に旅路に出ませんか。」とメッ

セージを送られています。 

 

地区方針として、皆さまのつながりで、会員増強にお力

添えを賜りたく思います。皆さまのロータリー活動の楽しみ

について、それぞれで楽しんで頂いていると思っていま

す。地区委員会活動について、例えば、青少年関連で関

係するクラブでは、委員会活動に参加をされています。各

委員会は、皆さまにご参加頂けるよう企画されていますの

で、地区スローガンとして「参加してロータリー活動を楽しも

う」とさせて頂きました。皆さまのご参加をお願いします。 

 

続いて、お願いさせて頂きたいのは、ロータリー財団と米

山記念奨学会への寄付です。 

            国際ロータリー第２６４０地区国際ロータリー第２６４０地区国際ロータリー第２６４０地区国際ロータリー第２６４０地区    

                        中野中野中野中野    均均均均    ガバナーガバナーガバナーガバナー    



 

 

                            ニコニコ箱ニコニコ箱ニコニコ箱ニコニコ箱 

入会記念日・・・岩本君・西村君 

 

豊田君・・・中野ガバナー様、森本ガバナー補佐様を 

       お迎えして。 

大山君・・・中野ガバナー様、森本ガバナー補佐様を 

       迎えて。 

北畑君・・・中野ガバナー、森本ガバナー補佐ようこそ 

       おいで下さいました。 

岡崎君・・・中野ガバナー、森本ガバナー補佐を 

       お迎えして。 

橋本忠美君・・・医師会ゴルフハンディも＋5になっちゃい 

          ました。 

村上君・・・楠部さんに写真をいただいて。 

越部君・・・楠部さん写真ありがとうございます。 

前窪君・・・中野ガバナー御苦労さま！ 

山田守君・・・中野ガバナー。森本ガバナー補佐を 

        お迎えして！ 

水城君・・・中野ガバナーようこそ ありがとうございます。 

林（勇）君・・・短期交換留学生の皆様をお迎えして。 

坂東君・・・留学生をお迎えして。 

       又、北畑さんに写真頂いて。 

岩井君・・・無事に梅雨があけました。あさっての納涼家族 

       会よろしくお願い致します。 

海堀君・・・7/19に木曽路さんで第1回青少年育成委員会を 

       開かせていただきました。 

       大林さんおいしいお酒ごちそうさまでした。 

藤林君・・・先日の紀の川河川敷清掃おつかれ様でした。 

       今年は腰を痛めず無事終える事ができました。 

三木君・・・楠部さんに写真をいただいて。 

堀井君・・・楠部さんに写真をいただいて。 

毘舎利君・・・楠部さん写真いつもありがとうございます。 

北畑君・・・豊田さんに写真をいただいて。 

田中（祥）君・・・楠部さんに写真をいただいて。 

金谷君・・・楠部さんに写真を頂いて。 

橋本忠通君・・・クスベさんに写真頂いて。 

柴田君・・・紀ノ川清掃出席出来ませんでした。 

       申し訳ございません。 

岩本君・・・長期欠席おわび。それとお世話になりました。 

       ありがとうございます。 

 

  計 ￥40，000-  累計￥473,000- 

２０１９－２０２０年度テーマ：「 参加してロータリー活勣を楽しもう 」 

本日は、ガバナー補佐 森本 芳宣様（和歌山北RC）にも

お越し頂きました。 

目標額として、ロータリー財団年次基金寄付一人当たり２０

０ドル、ポリオ・プラス１０ドルです。 

米山記念奨学会普通寄付一人当たり６，０００円、特別寄付

９，０００円合計１５，０００円をお願いさせて頂きたく思いま

す。 

宜しくお願いします。 

 

次に２０１９年規定審議会において、メークアップの要件

に関し変更があり、各クラブから地区へ毎月の出席率報告

を求めないこととしました。但し、クラブ会員数、入退会者

数、出席規定免除者数などは、従来通り毎月報告して頂き

ます。年度終了後速やかに、地区へ出席率の報告を頂くこ

とになります。また、クラブ細則を変更することにより、メーク

アップの基準をこれまでどおり維持（例会の前後１４日間に

限る）することができます。 

 

以上、私からの話とさせて頂きます。 
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