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  ２０１９年 ９月 ６日（金） No.２７７６ 

 第２８３２回 例会 

 ○ 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 

  

  ９月１３日（金） 

 ○ ソング「四つのテスト」 

 〇 卓話「きのくに音楽祭」 

          宮下 直子 会員 
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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３０日（金） 

出席報告    会員７９名（出席規定適用免除会員１０名） 

 ８月３０日   出席４８名  ホームクラブ出席者６０．７６％ 

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 様にお

越しいただいています。 

球技はラグビー以外は全て球

体です。 

ラグビーのパス回しは後方へと

投げますが、ボールは「いびつ」

と関係あるのでしょうか。 

そして青少年育成基金奨学生

の田中優香さんがお越しです。後ほど奨学金授与と、発表

をお願いします。 

さて山田年度の目玉事業である、ミャンマーを少し紐解き

説明します。 

9月11日に5名で出発、17日早朝に帰国します。 

目的は2020年2月開園予定の保育園建設予定のための現

地視察等です。 

現地の9月は雨期で、雨がよく降り、気温は１６度から２４度

です。 

ミャンマー連邦共和国は、1992年にビルマから改名、アジ

アの田舎ミャンマ－と称され、気候は亜熱帯で国土は、タ

イ、ラオス、中国、インド、バングラデシュ、と国境を接し、面

積は68万平方キロメートル（日本の1.8倍）、中国以南からイ

ンド以東では、アジアで最も大きな国です。人口は6300万

人、首都はネ－ピ－ド（2006年にヤンゴンより遷都）、です。 

民族は、多民族国家で、ビルマ族（人口の7割）、カレン族、

カヤー族、シャン族、カチン族、パオ族、等です。公用語は

ビルマ語ですが、初等教育は英語で、英語は一般的に通

じ、日本語を学ぶ学生も多いです。 

主要産業は農業です。ＧＤＰ（国内総生産）は、（3位日本

4972億ドル、26位タイ487憶ドル、72位 ミャンマー69憶ド

ル）です。 

通貨はチャット（１円は１４チャット）です。 

道路や電線、インターネット、水道など、生活の基盤になる

ものがあまり整っていません。 

学校建設予定地は、タウンジー地区です。 

アクセスは、関空からバンコク（タイ）経由でヤンゴン（ミャン

マー）到着、そこからヘーホー空港へ行き、40ｋｍ離れたウ

ウンジーへバスで移動します。 

タウンジーはシャン山脈のシッタウン山脈の麓に有る町で

す。 

以前はシャン族が多く、現在の人口は約２０万人（2010年）

で、海抜1,400mの高地に位置します。 

ちょっと知って得する豆知識ちょっと知って得する豆知識ちょっと知って得する豆知識ちょっと知って得する豆知識    

最近想定外の降雨により、 水流の中で動くことの難しさを

頭に入れておく必要がある。成人男性は７０センチ、成人

女性は５０～６０センチ、子どもの場合は２０センチほどの深

さの水の流れがあると自由に動けなくなるとされる。 

道路が浸水すると、側溝や、ふたが外れたマンホールなど

が見えづらく、足を取られてしまう危険性がある。 

冠水地を移動するときは、必ず杖で地形を確認し、できれ

ば複数人で移動しましょう。  

以上をもって会長報告とさせていただきます。 
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委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告 幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    

１．ニコニコ掲示板に9月度のプロ 

 グラム表と近隣ＲＣの例会変更等 

 を掲示しておりますのでご覧下さ 

 い。 

２．同じくニコニコ掲示板に過日 

 会長をはじめ青少年育成関係の 

 皆さんが参加した、とらふす夏祭 

 りの礼状が届いておりますので 

 掲示しております。 

３．最後に大桑会員がハワイに行かれていたようで、彼の    

 地でメーキャップをされたようです。その時の様子がメー 

 ルにて届きましたので掲示しております。空港で元巨人 

 軍の桑田真澄氏と会われたようで一緒に写った写真も 

 張らせていただいています。 

①親睦活動委員会 

  岩井雅之委員長 

宮 本 憲 吾 会 員、佐 藤 則 文 会

員、植田好紀会員の歓迎会を9

月5日(木)19時よりダイワロイネッ

トホテル3階サンクシェールにて

46名参加で行います。 

また、今後の予定と致しまして、

10月18日(金)に和歌山城南RC

との合同夜間例会を、11月16日

(土)17日(日)に1泊2日で秋の親睦家族旅行を名古屋方面

で企画させて頂いておりますので、宜しくお願い申し上げ

ます。 

 

②青少年育成委員会 

  海堀 崇 委員長 

 第41回和歌山南ＲＣ旗争奪西

支部野球大会が、9月1日午前9

時から開会式を予定していま

す。当日は午前8時30分に、雑

賀球場に集合いただけますよう

お願いします。雨天中止の場合

は当日午前7時半以降、個別に

ご連絡させて頂きます。 

 閉会式は9月15日午後2時から予定していますので、当日

午後1時30分集合でお願いします。閉会式の参加者が少

ないため、積極的に参加いただけますようお願い致しま

す。 

③青少年交換委員会 

林 勇伺委員長 

７月２８日と８月４日からそれぞ

れ３週間に渡り、イギリス、オラン

ダ、ドイツに短期交換留学して

おりました星林高校の３名の生

徒が無事帰国されました。 

 山田会長をはじめ、北畑幹

事、委員会のメンバーの皆様、

お見送り、お出迎えていただき

ありがとうございました。９月の例会で長期留学の大瀬さ

ん、短期の３名を招いて報告会を行う予定です。 

 

④きのくに音楽祭」 

 宮下 直子会員 

 

 きのくに音楽祭が、一ヶ月後

に迫って来ました。9月13日例

会卓話にて、音楽祭の見どころ

聴きどころのご案内をさせて頂

きます。 

どうぞ宜しくお願い致します。 
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卓卓卓卓    話話話話 

・～「４年に一度じゃない、一生に一度だ」～ ラグビーワー

ルドカップが日本で9月20日に開催されます。（11/2まで

の44日間、48試合）。今回が第9回目ということで、初め

てラグビー強豪国以外である日本での開催です。日本

で開催する意義は、アジアでのラグビーの普及、浸透、

拡がりです。ラグビーを｢楽しむ｣ということは勿論です

が、全国12会場で繰り広げられる４８試合の全てがフル

スタジアム（満員）になれば、成功と言えます。そこに日

本代表の躍進が加われば、申し分ないのではないかと

思います。 

・前回のイングランド大会の初戦では、「世紀の番狂わせ」

ということで南アフリカに劇的な勝利をおさめ、その勢い

でプール戦を３勝１敗（スコットランドに敗北）というすばら

しい結果を残しました。しかし、勝ち点の差で惜しくもベ

スト８進出は実現できませんでした。今回はホスト国とい

うことで、多くの熱い応援、そして試合日程間隔も規則的

であることなども追い風になるのではないかと思います。 

・日本にとって、悲願のベスト８進出ですが、最大のポイント

は10月13日のスコットランド戦と言われています。ぜひ勝

利し、歴史的な新たな一歩に繋げてほしいと考えていま

す。世界の各チームの熱き戦いを見て、感じて、盛り上

がってください。 

・和歌山県の関係で言いますと、ナミビア（アフリカ地区）が

上富田町スポーツセンターで直前キャンプ（9/14～20）

を行います。県、町と県ラグビー協会が一体となってキャ

ンプ地誘致したナミビアチームにも、併せて応援をよろし

くお願いします。 

・ラグビー憲章の中での5つの価値を紹介させてもらいま

す。①品位②情熱③結束④規律⑤尊重といった普遍的

価値を定めています。広く人間教育に通じる基本です

が、個性を活かし、組織力をアップするといった点で企

業理念にも通じるものがあると考えています。 

青少年育成委員会 海堀 崇

委員長より田中優香さんの紹

介。 

「本日は、本年度の和歌山南Ｒ

Ｃ和歌山市児童養護施設等奨

学金奨学生である田中優香さ

んと、こばと学園 山本園長先

生、山本先生をお迎えして、奨

学金贈呈式を行わせていただ

きます。 

 田中 優香さんは現在 大阪大谷大学歴史文学学科2年

生で、吹奏楽部副部長としても活躍されておられ、学業も

優秀な成績を収めておられるとのことです。 

田中 優香さんを奨学生としてお迎えできたことは、嬉しく

存じています。」 

「いよいよキックオフ！「いよいよキックオフ！「いよいよキックオフ！「いよいよキックオフ！    
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セレモニーセレモニーセレモニーセレモニー    

田中優香さん スピーチ。 

田中優香さんに山田会長より青少年育成基金奨学金授与

認定証をお渡ししました。 

社会福祉法人 和歌山

県社会施設事業会 児

童養護施設 こばと学園 

園長 山本真紀 様から

ご挨拶がありました。 
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                                ニコニコ箱ニコニコ箱ニコニコ箱ニコニコ箱 

 

藤田君・・・ひさしぶりにSAAをさせてもらって。 

越部君・・・樫畑さんありがとうございました。 

岩井君・・・小野さんと初めて握って勝ってしまいました。 

       次からが怖いです・・・ 

岩橋君・・・岡本さんにお越し頂いて。 

林（勇）君・・・短期留学生、全員無事帰国しました。 

        お見送り、お出迎えありがとうございました。 

水城君・・・ミャンマーへの沢山の楽器、文房具の寄贈 

       まことにありがとうございます。 

小野君・・・橋本先生ごちそう様でした。岩井ちゃんリベンジ 

       お願いします。 
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