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  ２０１９年 ８月３０日（金） No.２７７５ 

 第２８３１回 例会 

 ○ 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 

  

  ９月 ６日（金） 

 ○ ソング「君が代」「奉仕の理想」 

 〇 卓話『 働き方改革 』 始まっています 

     和歌山働き方改革推進支援センター 

        副センター長 

            重田 廣志 様 
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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２３日（金） 

出席報告    会員７９名（出席規定適用免除会員１０名） 

 ８月２３日   出席５８名  ホームクラブ出席者７３．４２％ 

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 

皆さま台風の被害は無かったで

すか。 

先週の台風10号の通過後は、

朝夕には秋の気配が少し感じら

れ、日中は少し暑さが弱まった

気がしますが、まだまだお出か

けの際には熱中症に気を付け

ましょう。 

昨日ＩＲ誘致自治体に横浜が手を挙げ、日本では4候補地

となりましたが、ＩＲ法によると日本では3自治体がＭＡＸと

なっています。また韓国が日韓軍事協定ＧＳＯＭＩＡを破棄

し多くの関係者は驚かせました。 

本日は第一回のＩＤＭの発表となっています。 

テ－マは、①新済州ＲＣとの付き合い方、②我がクラブの

内部留保金と会費について、 

③新人会員についてです。小野Ｒ情報委員長よろしくお願

いいたします。 

そしてアンケ－ト結果を今後に役立てたいと思います。 

さて地区主催短期交換学生の丸山さんがオランダから8月

20日に帰国しました。続いて26日に林さん（イギリス）、松林

さん（ドイツ）から帰国します。 

全員が帰国したら、例会で報告をしていただきます。 

さて、最近中野ガバナ－はじめ、地区より「会員増強のため

の研修会の開催」や「会員増強アンケ－ト」等の案内が多く

届きます。 

1986年から1991年までのバブル経済時期あたりが会員数

のピ－クで、2000年頃から減少しています。しかしここ数

年、回復基調にあり今年は右肩上がりの、80名台に乗せた

いと思いますので、会員増強にご協力ください 

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    

さて挨拶文の季語として「残暑お見舞い申し上げます」とし

るされますが、「残暑」は、暦の上で「立秋」（秋の始まり）を

迎える8月7～8日頃（年によって変わる）以降を指します

が、暑さが残る時期という意味なのではっきりとした終わり

の日付はありませんが、一般的には概ね8月いっぱい、もし

くは9月に入っても残暑とされることがあります。以上をもっ

て会長報告とさせていただきます。 

1961 1970 1980 1990 1994199419941994 2000 2005 

24 55 76 106 116116116116 99 93 

2010 2015 2016 2017 2018 2019 

89 80 75 77 78 79 

日本の人口が2010年の128,057千人をピ－クに人口減と

なっている現在、和歌山南ＲＣの会員数推移を調査しまし

た。 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    

１.８月21日水曜日、市内9RCの会長、 

 幹事と各クラブ広報担当者そしてマ 

 スコミ６社７名の合計３４名が参加し 

 た木潮会に山田会長、石橋雑誌広 

 報委員長そして私幹事が参加してま
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委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告 

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

 

柴田君・・・1ヶ月ぶりに例会に出席します。 

藤岡君・・・先日、かよう会に初参加しました。 

       ありがとうございました。 

宮本（憲）君・・・ALSOKの元会員辻への皆様のご厚意に 

          感謝いたします。 

栗本君・・・チャンさん例会へようこそ 久しぶりの故郷で 

       リフレッシュできましたか？ 

岩井君・・・またしてもやらかしてしまいました。 

       大林さんいつもありがとうございます。 

北畑君・・・オランダに派遣の短期交換学生、丸山さんが 

       無事帰って来ました。 

岩本君・・・出席1回につきニコニコします。 

橋本忠美君・・・新チェジュの会員名簿に当クラブの例会場 

         がサンピア、事務所が経済センターとなって 

         いるのはみなさん御存知ですか。 

前嶋君・・・ケイタイを落としてこわしてしまし大変でした。 

嶋谷君・・・保田SAA頑張って下さい。 

 

  計 ￥37，000-  累計￥681,270- 

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    

①青少年育成委員会 

海堀 崇 委員長 

第４１会西支部野球大会が９月

１日９時から雑賀球場で開会式を

行い、１５日に決勝戦・表彰式が

予定されています。皆様どうぞご

参加頂きますようお願いします。

雨天中止の場合、当日７時以降

に参加予定者個別にご連絡させていただきます。 

 来週の例会は奨学生に決定している田中優香さんへの

授与式を予定していますので、例会出席をよろしくお願い

します。 

②国際奉仕委員会 

水城 実 委員長 

 ９月に行く現地調査にあたって、

お土産として中古の鯉のぼりとピア

ニカのご提供について呼びかけま

したところ、大林会員、樫畑会員、

毘舎利会員からお申し出頂きまし

た。ありがとうございます。飛行機

で手荷物として持てるだけ一杯

持って行きます。皆様のご協力よろしくお願いいたします。 

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。 

栗本カウンセラーより紹介があり チャンさんピーチ後に 

山田会長より米山奨学金８月分をお渡ししました。 

いりました。 

２.８月２０日短期交換学生の丸山椋子さんが無事オランダ 

 より帰国してまいりました。この２６日にはドイツより松林陽 

 和さん、イギリスより林侑由さんが帰国してきます。 

３．明日２４日、虎伏学園恒例の夏まつりに山田会長、豊田 

 担当理事、海堀青少年育成委員長、野島副委員長と私 

 の五名で参加してまいります。 

４．ラックへ前期分の会員証を入れておりますのでお持ち 

 帰り下さい。 

５．週報を綴じるファイルがかなり残っております。まだお持 

 ちでない会員さんはお持ち帰り下さい。 

６．大阪金剛ロータリークラブより事務局移転の案内が届い 

 ております。 

７．最後に本日新入会員歓迎会と少年野球の回覧板を回 

 させていただきますので未回答の方はご記入のほどお願 

 い致します。 
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第１回 第１回 第１回 第１回 I.D.M. I.D.M. I.D.M. I.D.M. 発表発表発表発表    

テーマテーマテーマテーマ    

1.1.1.1.    新濟州姉妹クラブとの今後の付き合い方について新濟州姉妹クラブとの今後の付き合い方について新濟州姉妹クラブとの今後の付き合い方について新濟州姉妹クラブとの今後の付き合い方について    

            皆さんのご意見をお聞かせください。皆さんのご意見をお聞かせください。皆さんのご意見をお聞かせください。皆さんのご意見をお聞かせください。    

2. 2. 2. 2.     南クラブの内部留保と、会費について南クラブの内部留保と、会費について南クラブの内部留保と、会費について南クラブの内部留保と、会費について    

3333．．．．    7777班のテーマは、ロータリーとは？班のテーマは、ロータリーとは？班のテーマは、ロータリーとは？班のテーマは、ロータリーとは？    

進行は、小野正克R情報委員長 

１班１班１班１班    
日時：8月2日（金）18：30～ 

場所：木曽路 

リーダー：山田守 

当番：井口（善） 

委員：今西、大林、生駒、岩本、 

    上西、大工、小野 

メイキャップ：庵田、嶋谷、田村 

 

1.新済州姉妹クラブとの今後の

付き合い方について 

 

先ず、リーダー山田会長より、今回このテーマが取り上げら

れた経緯が説明された。一番の理由は、新済州との交流に

積極的に参加するという希望者が少ないこと、短期交換学

生の対象者が南ロータリーの年齢層的に居ないことも理由

として挙げられた。 

政治や教育の問題から信頼関係を築けない相手と付き合う

必要はないという意見や、正直に言うと将来自分が上の方

の役をする前に姉妹クラブ終わっていてほしいという意見も

ある中、、逆に歓待を受けるのは岡山のイメージが強いが

行けば非常によく世話をしてくれ、岡山と同じように歓待を

受けるといった意見があった。 

しかし、今後の関係を考えると、観光や酒席を中心とした交

流はもう新済州、岡山とも必要なく、マッチンググラントなど

事業を通じた交流をメインにすべきとの意見が出た。中で

も、新済州は国際ロータリーの基金を活用して事業の実績

をたくさん上げているクラブであり、こちらが見習うこともたく

さんあるという意見が出ました。 

1班としては、観光・酒席を中心とした今までの姉妹クラブ

交流をやめ、共同事業中心の関係を新たに築くことを姉妹

クラブに提案していくことで意義が出ませんでした。 

 

2.内部留保金と会費について 

 

リーダー山田会長から、内部留保金の推移について説明

があった。 

現在、南ロータリークラブの会費は20万となっており、3年

前に22万から20万に値下げされた。この会費は、和歌山市

内他クラブと比べても安くなっている。また、この値下げに

よって、約160万円の内部留保金の自然減が見込まれる。 

何故、留保が大きくなったのかという経緯は定かではない

が、毎年の会長をはじめ、幹部が内部留保を減らさないよ

うに気を遣ってきた結果ではないか、最大120名いた南クラ

ブでは会費が潤沢で使いきれなかったのではないかという

意見があった。 

この留保について、いざというときに必要だから無いと困る

という意見が聞かれることが多いが、東日本大震災の時

に、南クラブが寄付した金額より岡山からいただいた寄付

の方が額か多いなど、本当にいざという時に出せるのかと

いう意見があった。いざという時に出すには、いざという時

はいつなのか、どういう時にどういう名目で支出するという

規定を作ることが必要だと考えられた。 

今後、会員数が減るようであれば、留保については自然減

も見込まれ、ある程度の留保を保つ努力も必要だという意

見もあった。 

適正額については、アンケートでも4000万が3人、3000万

が2人、2000万が2人、1000万が1人、無回答が1人であっ

た。（メーキャップの方は元の班で提出済み) 

2222班班班班    
日時：7月27日（土）18：00～ 

場所：焼肉参番館 

リーダー：樫畑、当番：江口 

委員：楠部、岡﨑、北芝 

メイキャップ：野上 

 

新済州姉妹クラブとの今後の 

付き合い方について 

 

RCは政治には介入しないことになっているが、個人的に新

済州クラブと交流をしていないのでよくわからないが、交流

のある人の意見に偏る傾向にあるのではないかと思う。クラ

ブの意見としては先輩方の意見を聞きながら対応するのが

いいのでは。基本は政治と関係ないので、付き合いをやめ

とくというのは少し違うような気がする。 

一対一で話している場合は問題ないが、最近の民間の交

流も滞っている状況では絶対にやめるべき。また、飲むだ

けの交流はいらない。 

独立国家（自立した国家）ではなく国家に意思がなく、強い

国に従う属国の歴史が長く、 

従う国によって考え方が180度変わってしまうのはいかがな

ものか？ また、そのような国民性に問題があるのでは。 

大統領が変わるたびに前大統領にいろいろと問題が起こ

るような国民性はいかがなものか。国際的に信用できる国

民の代表者としての大統領かどうか疑問に思う。 

国民がそれでいいと思っているのかもしれないが、そのよう

な状態では国際的なルールは通用しない。 
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合同例会で国歌を流さなかった時もあったというが、そのこ

とに対して謝罪もないし、会場側の責任としている。本来で

あれば正式な謝罪があるべき 

新済州ＲＣのメンバーは日本語を理解し話すこともできるメ

ンバーが多いのに、わからないふりをして、懐疑的に裏で

いろいろと工作をしているように見える。それでは本当のお

付き合いは出来ないのではないか。 

韓国の人柄は分かったのだから、そろそろ新済州ではな

く、別の国と発展的なお付き合いをする時期ではないか。 

青少年交換留学生についても対象者がいないと送らな

かったら、今回はなしでとの返答。 USJには行きたいが、

高野山や日本の文化には興味なし。 

騒いでいるのは政治的にもごく一部の人だけで、TVのイン

タビューなどでは、日本の良さを分かっている人もいるの

で、感情的にならないように、青少年交換のように、こちら

からやめると言う事はせず、もめるようなこともせず、自然消

滅が一番いいのでは。 

 

南クラブの内部留保と会費について 

今までは、お金を残すことを前提で進めている。お金をた

め続ける必要があるのか？ 

インターアクト事業も中止し、会費も下げている。 

残すことばかりでなく青少年育成事業にまわしたほうがい

い。ためるだけではなく必要な事業にふりわけていくのも一

つの考え方ではないか。 

過去からの先輩方のお金をどうするか、使い方をしっかりと

検討を。いざという時のためにある程度の余力を持ってい

ないと対応できない。使おうと思えばいつでも使えるが、同

じ金額を蓄えようとしてもなかなか貯まるものではない。 

個人個人の会社に置き換えて考えると簡単には使えないと

思う。 今すぐ4千万が必要になったときに、会員一人当た

りどのくらい負担しないといけないのかを考えるべき。最悪

の状況の時に必要なお金ではないか。 

南RCがどっしりと構えていられるのは内部留保があるから。 

地区の予算よりも大きい。他のクラブは資金繰りが厳しく事

業を継続するにも他のクラブに協力を求めてくるケースもあ

る。自前の資金で賄える事業ができていないのに寄付を求

めるとはいかがなものか。 

単年度決算なので、大きな記念事業等は仕方がないにし

ても年度の予算は収入に合わせて計画すべきでは。 

最近、国際と親睦で事業費を使いすぎでは？ 本来のある

べき姿に戻すべきではないのか？ 接待するだけがいいの

か、過剰になってきてはいないか？ 参加した人はいい

が、参加していない人も負担している。代表して参加してい

るからよいという意見もあるが。 

接待のお返し、接待攻勢でいいのか、どこかで歯止めをか

けるべきではないか、 

年度においては必要な時もあると思うが、毎年必要なのか 

最後に、 

約1時間の真面目な討論の後、参番館さんの美味しい料理

とお酒で盛り上がり親睦を深めることができたと思います。

楽しいＩＤＭでした。ありがとうございました。 

3333班班班班    
日時：8月1日（木）19：00～ 

場所：割烹古川 

リーダー：三木、当番：金谷 

委員：柴田、島村、田中（祥）、 

    田辺 

メイキャップ：坂東 

 

１新済州姉妹クラブとの今後

の付き合い方について皆さん

のご意見をお聞かせ下さい。 

 

 政治と姉妹クラブの関係は、別なので友好関係を大事に

してはどうか。 

 親日派もいれば、嫌日派もいるのでなかで、何故嫌日派

の人たちと交流しなければ 

いけないのか？個人的には、付き合いしたくないし、怖い

気がする。 

反日教育している国と、姉妹提携なんて考えなおした方が

いいのでは。 

 三木年度に、7名で新済州に行き、5年計画の交流するこ

とになっているので、様子 

をみて交流してはどうか。アンケートを取った結果をどう活

用するが知りたい。 

例えば交流をやめるという意見が多かったらやめてしまうの

か。 

 何年か前に国歌が流れなかった事は、本当に侮辱的な

出来事なので付き合いしなくてもいい。 

 向こうの人は、気配りが無かったり、険悪な感じもあるけれ

ども、人なつっこいめんもある。 

 新済州の調印の時に、山中先生が大変苦労されたこと

や、諸先輩方が30年もかけて築いてこられた関係を好き

や、嫌いかの判断で決めるのは先輩方に申し訳ないし、友

好になるよう努力すべきではないですか。「結婚するのは

簡単、離婚するのは難しい」ということで 

友好関係を終わらせるのは難しいし、単年度で決められる

ことではない。 

 なるべくなら、費用はお互いが五分五分になるように、事

前に話し合っておかないと 

年々エスカレートしている。 

 

2、南クラブの内部留保と、会費について。 

 

 内部留保はせいぜい1000万位に収めるべきではない

か。 

 会費を下げて対応しているがなかなかうまいこと行かな

い。 

 飲み食いに使わず事業に使う。 

 内部留保金を使ってしまうと、今度はためるのが大変で

はないか。 



 

 

２０１９－２０２０年度テーマ：「 参加してロータリー活勣を楽しもう 」 

4444班班班班    
日時：8月7日（水）18：30～ 

場所：センプレコンテ中島店 

リーダー：野村、当番：戸井 

委員：保田、成瀬、西村、 

   毘舎利 

メイキャップ：井口（廣） 

 

１ 新済州姉妹クラブとの今後

の付き合い方について 

 ここ１０年程、親睦が中心となってきた。前回訪問時、先

方からも１年おきに国際奉仕に絡んだ共同事業を行いた

いと申し出を受けたが、そういう関係性が望ましい。国際奉

仕事業のノウハウも入手できる。 

２ 南クラブの内部留保と回避について 

 事実上使うことのできない内部留保金を「使える財布」に

移し替えたほうが良い。前回の短期交換留学で、交換先の

都合で留学できなくなった学生がおり、泣いていたという。

本人に落ち度もないのに子供を泣かせるような事業はおか

しいと思ったが、例えば青少年育成基金等に余裕があれ

ばフォローもできたのではないか。大切なのは愛（by毘舎

利） 

5555班班班班    
日時：8月1日（木）18：30～ 

場所：木村屋 

リーダー：豊田、当番：前畑 

委 員 ： 前田、畠中、前嶋、林

（勇）、水城、南方、中村 

メイキャップ：北畑 

 

１．新済州姉妹倶楽部との今後の付き合い方について 

・前田会員が姉妹倶楽部締結に関わった。 

・１９８６年に締結。 雪で空港閉鎖３日間で大変だった。 

・和歌山市が済州と姉妹都市になる前に締結した。 

・そのころはメンバー内でも「朝鮮」と姉妹クラブになるなん

てと反対したメンバーもいた。 

・過去には教科書問題など何かあれば、行事が中止に 

 なった。 

・こちらに来た時でも、当日の人数変更や便の変更など考 

 えられない変更が多数。 

 来るまで詳細が分からない。決まらない。→対応が大変 

＊結論 静観する。向こうからやめようといわない限り、こち 

 らからは言わない。 

 向こうから言って来たら考えればよい。 

・今後は５年で３回の交流になる。今までより回数を減らし 

 て継続する。 

・民間外交（特にロータリークラブ）は継続すべき。特に平 

 和の観点からも。 

・政治がこういう時だからこそ草の根外交が必要 

２．南クラブの内部留保と会費について 

・会費は普通。（近隣ではむかし堺RCがうちの倍くらいだそ

う） 

・内部留保金は多い。毎年繰越金が増える。 

・収入以上の予算は作れない不問律がある。 

・企業では売り上げと同じキャッシュがあればいい。 

・緊急時対応も含めて３０００万は必要。 

 （危機管理 留学生などが現地で何かあった場合のロー 

 タリー会員の派遣費など 

  またはイベントの補償の必要性） 

6666班班班班    
日時：7月29日（月）18：30～ 

場所：ステーキ割烹富士 

リーダー：大山、当番：林（芳） 

委員：山田（昭）、山中、 

    村上、栗本、藤田 

メイキャップ：橋本忠美、堀井、 

        石橋 

 

テーマ１ 新済州姉妹クラブと

の今後の付き合い方について 

・中止したほうが品の良くない飲み会をしていてもしょうがな 

 い。 

 そもそもどうして韓国のロータリーと姉妹関係を結んだの 

 か？ 

・中途半端な付き合いをせずに和歌山南ロータリーが主導 

 の共同事業をしてみてはどうか？ 

・国同士の関係が悪い時の解消より、良い時に解消の話を 

 した方が良い。 

 それでなければ、本来のロータリーの平和を求める思想 

 からはずれてしまう。 

 今は一旦中止で良いのではないか。 

・前年度の新済州訪問時に取り決めをした5年で3回の交 

 流・訪問を3回と言わず、1回でも良いのでは？ 

 （5年毎の周年時お互いが訪問） 

・和歌山南ロータリー60周年の事は新済州ロータリーがし 

 びれを切らすまで言わなくてもいい。 

以上 １のテーマについては 

6班では、メンバーの年齢層が高齢という理由もあるのか？ 

現状の日本と韓国の政治背景と同じく超攻撃的な意見の

応酬で中止を希望する方向でまとまりました。 

 

テーマ２ 南ロータリークラブの内部留保と会費について 

・アンケートにて内部留保は4,000万以上あると予想 

 59年で4,000万の留保（年間約70万） 

・どうしてこんなに留保できたのか？ 

１．会員が100人超の時に留まったのでは 

２．内部留保を減らした年度の会長は怒られるのではない 

 か？という風習がある為ではないのか？ 

 単年度決算なのに貯まるのがおかしい。 

・内部留保が多ければ・・・ 

１．会費が他のロータリーより安くできる。 

２．もしもの時（南海トラフ地震等災害時）に一気の多額の 

 支援ができる。 

３．会員の数が減っても継続して社会貢献事業が行える。 

 

その他 

・会費を下げても内部留保が減っていない。 

会費をあと少し下げては？ 



 

 

２０１９－２０２０年度テーマ：「 参加してロータリー活勣を楽しもう 」 

・まったく留保がないのも困るので今の半分くらいで適当で

はないか？ 

・社会により良い社会奉仕をしている他のロータリーに配っ

てあげては？ 

でもそれはロータリーとしてのプライドがあるから受け取らな

いであろう。 

結果、議論は尽きる事はなく・・・結論には至りませんでし

た。 

今回のテーマは難しすぎました。 

7777班班班班    
日時：7月31日（水）18：30～ 

場所：ダイワロイネット3F 

    サンクシェール 

リーダー：前窪、当番：岩井 

委員：雑賀、宮本（保）、藤林、 

   木村、植田、藤岡、越部、 

   宮本（憲） 

 

7班は「ロータリーとは？」とのテーマで、入会間もない会員

に前窪PGからお話がありました。 

ロータリーとは人間形成・異業種交流の場であり、まずは参

加して色々感じて欲しい。10年で覚えるためも、ゴルフやカ

ラオケやF&Gなどに参加し、IDMのような夜の付き合いをす

ることが大切である云々、と前フリをしている所に藤林会員

が到着されてようやく全員揃ったので改めて自己紹介とな

りました。 

乾杯のあと、例会、出席、親睦委員会のお出迎え、ニコニ

コ箱、大桑会員の趣味であるメイクアップ、ロータリーの友、

RI、地区、クラブ、ロータリー財団、米山記念奨学会などの

説明があり、あっという間に2時間が過ぎてお開きとなりまし

た。 

閉会のあとは越部会員の運転でほぼ全員で二次会に向か

い夜の交流を深めて参りました。 

木潮会様（和歌山編集責

任者会）と和歌山市内RC

会長幹事会との懇親会が8

月21日ダイワロイネットホテ

ル和歌山にて開催されま

した。当クラブからは、山

田  守会長、石橋英二雑

誌広報委員長、北畑博史

幹事が参加しました。 
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番組名 ：和歌山放送ＷＢＳ１４３１“小田川和彦の全開！ 

火曜日” 〔コーナー：人間万歳〕  提供：和歌山南RC 

放送日：２０１９年８月２７日（火） 14：00頃～約20分 

出 演 者：和歌山県 企画部 画政策局 国際課 副課長 

       岡澤 利彦 様 

テーマ：和歌山県と移民について 

          「海外へ移住した先人の歴史」 

ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨｰ：小田川和彦さん 


