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  ２０１９年 ８月２３日（金） No.２７７４ 

 第２８３０回 例会 

 ○ 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 

  

  ８月３０日（金） 

 ○ ソング「我は海の子」 

 〇 卓話「いよいよキックオフ！  

          ラグビーワールドカップ」 

    和歌山県ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ協会 

        副会長 岡本 圭剛 様 
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事務所 〒640-8215 和歌山市橋丁23 

          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 ８月 ９日（金） 

出席報告    会員７９名（出席規定適用免除会員１０名） 

 ８月 ９日   出席５１名  ホームクラブ出席者６４．５６％ 

 ７月２６日   出席総数出席６６名（免除会員含み） 暫定出席率：８８％ 

          （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    

こんにちは 

元アルソック和歌山支社長、辻 

俊幸様が8月3日に亡くなれまし

た。 

ご冥福をお祈り申し上げます。 

さて先般ラジオ和歌山での「人

間万歳」で今年の行事予定、会

長の思い等を発表させていただ

きました。 

終盤「4つのテスト」を歌い、「好意と友情を」を「恋と友情」と

小田川アナウンサ－が受け止め、爆笑しました。 

さて先般からのＩＤＭ、1で、アンケートを作成して回答して

いただいた方々に，「アンケートなのに，なぜ記名しなけれ

ばいけないのか？」という質問と、万が一「中止」が大半を

占めたらどう対処するのか？という意見を一部耳にしました

のでお答えさせていただきます。 

テ－マ1は、「和歌山南ＲＣと新済州ＲＣとはお互いが姉妹

クラブ締結をし、毎年相互訪問を実施していますが、最近

新済州ＲＣとの姉妹クラブ締結を終了しようとする声が高

まっています」というテーマです。 

まずアンケ－トの性格上、記名式、無記名式があります。私

は作成者としてご自分の意見には責任をもってほしいという

意図から記名式にさせていただきました。 

次に万が一「中止」が大半を占めたらどう対処するのか？ 

これは、「中止」が大半、もしくは「継続」が大半、「他」が大

半、結果はどうなろうとも、今まで潜在化していたことが顕在

化し、その結果を今後に役立てたいと思っています。特に

私は、60周年事業の姉妹クラブ担当委員長として、より発

展的データ－として今後に役立てればと思っています。 

尚私は、１班のリ－ダ－をさせていただきましたが、様々な

意見のなかで、現在の政治情勢を鑑み「もう止めよう」という

意見もありました。一方新済州ＲＣとは、姉妹関係を継続す

るが「飲み食いばかりではなく」双方の支援金で何かに援

助しようという意見もありました。 

つまり地区補助金かグローバル補助金を活用し、教育への

支援、貧困を救済し、世界理解、 親善、平和を達成できる

ような、プロジェクトを実施しようという意見も多くありました。 

以上をもちましてアンケ－トの趣旨目的とさせていただきま

す。有難うございました。 

知って得する豆知識知って得する豆知識知って得する豆知識知って得する豆知識    

台風への主な備え 

家の外にある飛んできそうなものは屋内に非難させましょう 

雨戸やシャッターをきちんと閉めておきましょう 

停電に備えて、懐中電灯、ラジオを用意しておきましょう 

数日間はやり過ごせるくらいの食べ物、飲料水を買い置き

しておきましょう 

万が一に備えてお風呂に、お湯を「満杯」にしておきましょ

う 

停電に備え、冷凍室に多くの氷を作っておきましょう 

自動シャッタ－の手動開閉を確認しておきましょう 

携帯電話、スマフォの充電をフルにしておいきましょう 

以上をもって会長報告とさせていただきます。 
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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 

１．８月６日（火）、本年度第一回目

の和歌山放送「人間万歳」に会長

とともに、「本年度の抱負」をテー

マに出演させていただきました。石

橋雑誌広報委員長、柘植副委員

長有り難うございました。 

２．次週8月16日はクラブ定款第8

条第一節の規定により休会となり

ます。お間違いのないようお願いします。 

３．事務局が8月13日から16日の日程で夏期休暇となりま

す。前後の休みと合わせますと8月10日の土曜日から8月

18日の日曜日となりますのでご注意下さい。尚、緊急の連

絡は、幹事の私の方までご連絡下さい。念のため携帯の

番号をお知らせしておきます。090-3282-1666です。 

４．最後に「ロータリーの友」6月号に掲載されていた日本

のロータリー100周年記念ピンバッジですが理事会の承認

を得ましたので､記念に一人一つずつ配布させていただき

ます。尚、個人で追加のご購入を希望される方は8月23日

までに事務局までご連絡をお願いします。 

本日は以上です。 

①雑誌・広報委員会 

柘植義信副委員長 

ロータリーの友8月号について

紹介します。今月会員増強・新

クラブ結成推進月間にちなんで

の特集があります。趣味を通し

てつながろう！をテーマに各ロータリーで取り組んで

いるサークル活動を紹介しています。ロータリーの取

り組みを紹介するロータリーアットワークでは和歌山

市内9RCで4月に開かれたIMの様子が紹介されていま

す。今回もいろんな記事が掲載されていますので是非

ご覧下さい。 

②社会奉仕プロジェクト委員会 

橋本忠通委員長 

ドライブレコーダーの情報を県

警と共有するための条約を今年

も継続しております。 

それにともない、県警よりき

しゅう君の防犯メール登録依頼

がありました。 

防犯メール登録用のパンフレットを頂いておりますの

で、会社等で配布していただき、普及にご協力お願い

します。 

③青少年育成委員会 

海堀 崇委員長 

今年度の奨学生が決定しまし

た。こばと学園の大阪大谷大学

2年生の田中優香さんです。田

中さんは高校・大学と成績優秀

で、現在大学の吹奏楽部の副部

長を務めておられます。8月30

日の例会で授与式を行う予定ですので、田中さんから

のご挨拶もいただけると思います。江廣君からも奨学

金の礼状を頂いています。今年の野球大会は9月1日開

会式、9月15日閉会式(16日予備日)となっており、多

くの皆様のご参加をお願い致します。 

                            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・・・前田君 

入会記念日・・・窪田（哲）君 

山田守君・・人間万歳に出演し、4つのテストを唄いました。 

北畑君・・・人間万歳に出させて頂きました。 

       石橋委員長、柘植さんありがとうございました。 

島村君・・・西川参事にお越しいただいて！ 

岩橋君・・・西川さんにお越し頂いて！ 

       ありがとうございます。 

前田君・・・金谷SAAがんばって！ 

柘植君・・・人間万才に会長幹事におこしいただきました。 

       ありがとうございました。 

林（芳）君・・・楠部さんに写真頂いて。  

越部君・・・楠部さんから写真を頂きました。 

       ありがとうございます。 

IDM残金・・・4班 

IDM残金・・・6班 

 

 

  計 ￥27，270-  累計￥644,270- 

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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卓卓卓卓    話話話話                                 「ねんりんピック紀の国わかやま２０１９」について「ねんりんピック紀の国わかやま２０１９」について「ねんりんピック紀の国わかやま２０１９」について「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和歌山県福祉保健部和歌山県福祉保健部和歌山県福祉保健部    ねんりんピックねんりんピックねんりんピックねんりんピック    担当参事担当参事担当参事担当参事    

                                                                西川西川西川西川    隆博隆博隆博隆博    様様様様    
「ねんりんピック」とは？「ねんりんピック」とは？「ねんりんピック」とは？「ねんりんピック」とは？    

 年輪（ねんりん）を重ねた６０歳以上の方々の「オリンピック」という意味の造語で 

「全国健康福祉祭」が正式名称。健康と福祉の総合的な祭典で、第３２回大会を 

和歌山県で初開催します。 

大会概要大会概要大会概要大会概要    

 1１月９日（土）に１万人以上の選手団が集結する「総合開会式」を皮切りに１２日 

（日）にかけて、県下２１市町で２７種目の「交流大会」を開催します。同時に健康や 

福祉、生きがいづくりに関連したイベント「わかやまねんりんフェスタ」や、大会の 

フィナーレを飾る「総合閉会式」を開催します。 

開催の目的と和歌山の魅力発信開催の目的と和歌山の魅力発信開催の目的と和歌山の魅力発信開催の目的と和歌山の魅力発信    

 ①健康長寿を目指す大会に 

    和歌山県は３人に１人が高齢者となってきています。同時に「平均寿命」も延びてきている中、これからは、「健康寿 

    命」をいかに平均寿命に近づかせるかが課題。 

    大会を通じて「健康寿命」を延ばすきっかけに。 

 ②地域活性化の起爆剤に 

   健康で時間的にも金銭的にも余裕がある方々が１万人以上参加されるので、経済効果が期待できる。是非とも地域 

   活性化のチャンスと捉えていただきたい。（昨年開催の富山大会の経済波及効果は約１１０億円） 

   本県の取り組みとしては、県産品の物販カタログや観光マップを全国へ事前配布するとともに、和歌山大学観光学部 

   の学生が同行する世代間交流のツアーなども企画している。 

 ③全国に和歌山の魅力を発信するチャンス！ 

   大会初の種目となる「合気道」は、創始者（植芝盛平翁）の出身地（田辺市）で、麻雀製品製造日本一の会社がある 

   御坊市で「健康マージャン」を開催。世界的な編機メーカーの協賛で「ファッションショー」を開催します。和歌山なら    

   ではの魅力を全国に発信するとともに、参加される方々を温かくお迎えし「和歌山に来て良かった。また来たい！」と   

   思っていただける大会となるよう、皆様方の御支援、御協力をお願いいたします。 

   （詳細は公式ＷＥＢサイトで） 

橋本忠通社会奉仕プロジェクト委員長より本日のゲスト

西川隆博様のご紹介がありました。 
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  カラオケ同好会カラオケ同好会カラオケ同好会カラオケ同好会 

    2019201920192019・・・・8888・・・・6666    

    第第第第125125125125回例会回例会回例会回例会    

☆次回開催日 

  9月3日（火） 

  ゴルフ同好会ゴルフ同好会ゴルフ同好会ゴルフ同好会 

 

ゴルフ同好会、8月度月例、通算674回が8月18日（日） 

有田東急ゴルフクラブにて開催されました。 
 

優勝は、窪田哲也会員でした。 
 

次回 9月月例は、 9月8日（日）和歌山ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞにて

開催、10月月例は、秋の遠征10月14日（月・祝）花吉野

カンツリー倶楽部ラウンドにて開催します。 

皆さんのご参加お願いします。 


