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  ２０１９年 ８月 ９日（金） No.２７７３ 

 第２８２９回 例会 

 ○ 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」 

    和歌山県福祉保健部ねんりんピック 

     担当参事  西川 隆博 様 

 ８月１６日（金）休会 
 

 ８月２３日（金） 

 ○ ソング「みんなで大きな輪になって」 

         ―「親睦」・「奉仕」・「Ｉ ｓｅｒｖｅ」― 

 〇 第１回  I.D.M. 発表 
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2019201920192019----2020202020202020年度 年度 年度 年度 RIRIRIRI会長会長会長会長    ﾏｰｸ･ﾀﾞﾆｴﾙ・ﾏﾛｰﾆｰﾏｰｸ･ﾀﾞﾆｴﾙ・ﾏﾛｰﾆｰﾏｰｸ･ﾀﾞﾆｴﾙ・ﾏﾛｰﾆｰﾏｰｸ･ﾀﾞﾆｴﾙ・ﾏﾛｰﾆｰ    「 「 「 「 ROTARYROTARYROTARYROTARY    CONNECTSCONNECTSCONNECTSCONNECTS    THETHETHETHE    WORLD WORLD WORLD 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 ８月 ２日（金） 

出席報告    会員７９名（出席規定適用免除会員１０名） 

 ８月 ２日   出席５８名  ホームクラブ出席者７３．４２％ 

 ７月１９日   出席総数出席６０名（免除会員含み） 暫定出席率：８０％ 

          （会員７９名 出席規定適用免除会員１０名（内出席６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    

 先週は和歌山南ロータリーク

ラブのガバナー訪問例会で、中

野均ガバナーから公式訪問の

礼状が届きました。 

 先般日曜日に納涼家族会に

80余名のご参加がありました。

大輪の花火を鑑賞しながら、会

員、御子息様、御令嬢様、その

子供様、つまり孫さまの三世代

の 家 族 交 流 の 微 笑 ま し い 姿

「ロータリーって、良いところだな」と改めて思い、感慨深い

ものを感じました。そして楽しいひと時を演出、段取りをして

いただいた岩井委員長はじめ親睦委員の方々に感謝申し

あげます。 

 さてあまりのも暑い日が続いています。今日は熱中症の

お話をします。 

 昨日私は、午前4時に起きて釣りに行きました。朝の体重

は85.5㎏、帰って体重を計ると、82.2㎏で、3.3㎏の減量で

した。別段私は、熱中症にかかったわけでもないのです

が、３名で乗船、一人がぐったりとしていました。 

 今日の新聞によると昨日国内で5名の方が熱中症で亡く

なられています。 

熱中症の症状とは 

 熱中症は、高温多湿な環境に、私たちの身体が適応でき

ないことで生じる症状です。以下のような症状が出たら、熱

中症にかかっている危険性があります。 

症状1.【めまいや顔のほてり】めまいや立ちくらみ、顔がほ

てり、一時的に意識が遠のいたり、腹痛などの症状が出る

場合。 

症状2【筋肉痛や筋肉のけいれん】「こむら返り」と呼ばれ

る、手足の筋肉がつるなどの症状が出る場合。 

症状3【体のだるさや吐き気】体がぐったりし、力が入らな

い、吐き気やおう吐、頭痛などを伴う場合。 

症状4【汗のかきかたがおかしい】汗をかいてもかいても汗

がでる、もしくは全く汗をかないなど、汗のかきかたに異常

がある場合。 

症状【体温が高い、皮膚の異常】体温が高くて皮膚を触る

ととても熱い、皮膚が赤く乾いているなどの症状。 

症状6【呼びかけに反応しない、まっすぐ歩けない】 

声をかけても反応しなかったり、おかしな返答をする場合

や、体がガクガクとひきつけを起こしたり、まっすぐ歩けな

いなどの症状。 

症状7【水分補給ができない。呼びかけに反応しないなど、

自分で上手に水分補給ができない場合。】熱中症予防とし

て熱中症は、室内外で起こりえます。 

行動を起こす前から、こまめに水分補給を行いましょう。 

「睡眠環境を」快適に保とう 

「丈夫な体を」つくろう 

 バランスのよい食事と睡眠をとり、丈夫な体をつくりましょ

う。体調管理をすることで、熱中症にかかりにくい体づくりを

することが大切です。 

 皆さま熱中症には、くれぐれもご注意しましょう。 



 

 

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 
さて今日は、今年度の予算額の説明となっています。北

畑幹事が頭を360度ひねって作り上げてくれました。親睦

が大事か、奉仕が大事か、両方が大事か、会員の皆さま方

の考えは様々だと思います。 

 今年度の地区ホームページが（7月31日）アップされまし

た。早速8月のガバナ－月信を拝見しましたところ「会員増

強・新クラブ結成推進月間」について、会員増強につい

て、各クラブにおいては、大変苦慮し、その根底にある原

因を突き止めて 対処する必要があり、地域社会に変化を

もたらす元気で 革新的なクラブは、入会見込者にとって魅

力的な存在と書かれています。 皆さまのクラブで、一度健

康チェックをしてみてはいかがでしょうか。と問いかけられ

ています。 

 その議論のベースが内部留保金、すなわち余剰金と思

います。ＩＤＭで、和歌山南ＲＣの健康チェックポイント、す

なわち「内部留保金」の適正額について思いを述べること

になっています。企業、任意団体、ＮＰＯ等全ての経営、運

営は、人、物、金、情報、世相と言われています。つまり内

部留保金が少なければ、ロータリ－の様々な奉仕活動が

制限されるはずです。今回のテ－マ2で適正繰越金の方

向性が見えてくると思います。ＩＤＭのテ－マ2として大いに

議論し、皆様方のお考えを述べていただき、アンケ－トとし

て残したいと思います。 

 これをもちまして会長報告とさせていただきます。 

１．日曜日の納涼家族会、沢山のメン 

  バーやご家族の皆さまにご参加を 

  いただきありがとうございました。 

 岩井委員長をはじめ親睦委員会の 

 皆さんありがとうございました。 

２．８月２１日（水）、午後６時３０分より 

 ダイワロイネット和歌山にて木潮会が 

 開催されます。木潮会とは市内９ロー 

 タリークラブの会長、幹事、広報担当者とＮＨＫさんを含む 

 マスコミ各社１２社１３名が在籍している会で、山田会長、 

 石橋広報委員長そして幹事の私との三名で参加してきま 

 す。 

３．ニコニコ掲示板に和歌山新報に掲載されました山田会 

 長の記事が、また中野ガバナーより先週の訪問の礼状が 

 届いておりますのでご覧下さい。その地区のホームペー 

 ジですがやっと立ち上がったとの報告がありましたのでお 

 知らせいたします。 

４．ラックのほうにロータリー財団からの寄付金領収書を入 

 れておりますのでお持ち帰り下さい。 

５．最後にＲＩよりのお知らせです。8月は会員増強・新クラ 

 ブ結成推進月間となります。また８月のロータリーレートは 

 １ドル１０８円となります。以上ご報告いたします。 

①親睦活動委員会 

 岩井雅之委員長 

台風一過の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

しました。80名以上と多数ご参

加頂きありがとうございました。会場をご提供頂いた山田会

長、駐車場をご提供頂いた栗本会員、ご参加頂いた皆さ

まにこの場をお借りして感謝申し上げます。 

また9月5日(木)19時よりサンクシェールにて新入会員歓迎

会を企画させて頂きましたので、ご参加のほどよろしくお願

い申し上げます。 

②国際奉仕委員会 

 水城 実委員長 

 ミャンマーへの保育園寄贈プロ

ジェクトにあたって日本からのお

土産を持参したいと思っていま

す。ご自宅に中古の鯉のぼり、ピ

アニカ、笛、ハーモニカ、カスタ

ネット等の楽器で寄付していた

だける物がありましたら、例会会

場にお持ちいただくか、事務局にお持ちいただくか水城ま

でご連絡下さい。皆様のご好意をミャンマーにお届けいた

します。 

連続出席表彰連続出席表彰連続出席表彰連続出席表彰    

嶋谷浩男会員２３年  

親睦活動委員会親睦活動委員会親睦活動委員会親睦活動委員会    出席委員会出席委員会出席委員会出席委員会    
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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    

60606060周年準備委員会周年準備委員会周年準備委員会周年準備委員会 

会会会会    計計計計 

委 員 長 井口廣昭 

副委員長 庵田正二 

委   員 野村壮吾 

       三木菊夫 

       山田 守 

基本方針 

２０２０－２１年度に迎える６０周年

に向かって、計画を策定し実行に

移す行動を起こす。 

   島村 辰彦 

基本方針 

和歌山南ロータリークラブの細則

規定に基づき適正な会計処理を

行う。 

理事・役員会の一員としての責務

を果たす 

予算の説明予算の説明予算の説明予算の説明    幹事より今年度 予算の説明があり

ました。 

                            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・・・嶋谷君・田中（章）君・玉井君・山田(守）君 

奥様誕生日・・・玉井君・野村君・宮本（保）君 

入会記念日・・・雑賀君・保田君・山田（昭）君 

皆出席表彰・・・嶋谷君 

雑賀君・・・前年のゴルフ同好会で賞金王でした！ 

前窪君・・・IDM7班のリーダーをさせて頂いて！ 

       楠部さんに写真頂いて！ 

栗本君・・・岩井委員長、親睦会の皆様 納涼家族会ご苦 

      労さまでした。楠部さんに写真をいただきました。 

豊田君・・・○IDM5班南方さんからおいしいお酒をいただい 

       て。○楠部さんから写真をいただいて。 

窪田（惇）君・・・良いご縁を頂きました。 

          小野ちゃんありがとうございました。 

橋本忠美君・・・抽選に弱い私が先日記念すべき品が当り 

         ました。チョーうれしい。写真をいただいて。 

岩井君・・・IDM7班の2次会越部さんに送って頂いて。 

       楠部さんに写真を頂いて。 

中村（和）君・・・IDMご利用ありがとうございました。 

田中（祥）君・・・花火大会 田中章慈先生にワインを、楠部 

          さんに写真をいただいて。 

柘植君・・・大林さんありがとうございました。 

金谷君・・・柴田さん、昨夜はありがとうございました。 

宮本（保）君・・・前窪先生、岩井先生IDMではありがとうご 

          ざいました。 

庵田君・・・楠部さんより写真頂いて。 

畠中君・・・楠部さんより写真を頂きまして。 

前嶋君・・・久しぶりに大学の同窓生と良い時間をすごせま 

       した。 

田村君・・・楠部さんから写真をいただいて。 

大林君・・・楠部さんに写真をいただいて。 

大山君・・・楠部さんに写真頂いて。 

島村君・・・楠部さんに写真をいただいて。 

三木君・・・楠部さんに写真をいただいて。 

樫畑君・・・楠部さんに写真を頂いて。 

野村君・・・楠部さんより写真をいただいて。 

北畑君・・・楠部さんに写真をいただいて。 

岩橋君・・・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。 

林（勇）君・・・楠部さんに写真をいただいて。 

戸井君・・・楠部さんに写真をいただいて。 

岡崎君・・・楠部さんに写真をいただいて。 

北芝君・・・楠部さんに写真頂いて。 

水城君・・・楠部さん写真ありがとうございます。 

金谷君・・・楠部さんに写真を頂いて。 

藤林君・・・楠部さんに写真を頂いて。 

田中（章）君・・・写真をいただいて。 

吉村君・・・IDM欠席して。 

山田（昭）君・・・欠席お詫びします。 

親睦活動委員会・・・納涼家族会に多数ご参加頂きありが 

           とうございました。梶岡元会員に会費は 

           堀井理事に回収して頂きました。 

IDM残金・・・7/27開催 第2班 

IDM残金・・・第5班 

 

  計 ￥144，000-  累計￥617,000- 

８月お誕生祝８月お誕生祝８月お誕生祝８月お誕生祝    

親睦活動委員会メンバー親睦活動委員会メンバー親睦活動委員会メンバー親睦活動委員会メンバー    
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７月２８日の港まつり花火大会の日に納涼家族会が開催されました。 


