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  ２０１９年 ９月１３日（金） No.２７７７ 

 第２８３３回 例会 

 ○ 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 

  

  ９月２０日（金） 

 ○ ソング「村祭り」 

 〇 卓話「帰国報告」 

    2018ｰ19年度長期青少年交換派遣学生 

           大瀬 ゆゆ さん 

          ＊19日が雨天の場合、山田会長による 

            「ミャンマー報告」となります。 
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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 ９月 ６日（金） 

出席報告    会員７９名（出席規定適用免除会員１０名） 

 ９月 ６日   出席５９名  ホームクラブ出席者７４．６８％ 

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、和歌山働き方改革推

進支援センター、副センター長 

重田廣志様がお越しです。 

よろしくお願いいたします。 

昨日は、サンクシェールで歓送

迎会を実施、歓迎会では宮本

憲吾様（綜合警備保障 和歌山

支社長）、佐藤則文様（ダイワロ

イネットホテル和歌山 総支配

人）、植田好紀様（あおば不動産 代表者）、送迎会では農

林中金の窪田さんの送別会を実施し、40名余りの会員が

参加してくれました。 

なぜか今年の転勤族さんの転勤が多いような気がします

が、日本旅行の前畑さん転勤しないようにお願いします。 

さて９月1日雑賀球場で第４１回和歌山南ロータリークラブ

旗・争奪西支部野球大会の始球式に当クラブから10名の

会員が参加しました。 

参加小学校は、昨年の優勝校の宮前小学校を初め9校、

約200名の参加選手そして審判、関係者、保護者併せて

300名の方々が来られていました。 

始球式は、ピッチャーを任されて、ピッチャーマンドから

キャッチャーまで16ｍを投げます。 

審判員の方と少しキャッチボールをし、肩を慣らし、フット

ワークは警戒でスピリットステップも順調でしたが、肩の回り

が悪く、いささか不安なピッチングとなりました。 

いざピッチャーマウンド立ち、肩を気にしながらも、少し高

めのボールを投げたら見事「ストライク」となり拍手喝采をい

ただきました。歴代の会長始球式ではストライクがなかった

と聞いています。 

手前味噌ですが、私はロータリーに入会後の傑作が3回あ

ります。１回目は、夜間例会時、南方さんの世界一統のお

酒の品種を目隠しで充てるイベントで、5銘柄全てパーフェ

クトで充て優勝、2回目は今年5月に新済州ＲＣでの射撃場

で放り投げた皿を狙う大会で、20発中18発を命中させ、周

りを驚かせました。 

ただ2、3日して肩の痛みが気になり、ふと見るとあざがで

き、銃の反動の凄さがうかがえました。 

さて前々回の例会で和歌山南ＲＣの会員推移を発表させ

ていただきましたが、遅くなりましたが地区から会員数の推

移表が届きましたので発表させていただきます。 

2640地区の会員数の推移 

年号 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

クラブ数 67 75 76 72 73 73 

会員数 3753 3487 2655 2220 2061 2061 

平均会員数 56 46 35 31 31 29 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

71 69 70 70 69 69 68 

2033 1944 1932 1858 1861 1793 1814 

28 28 28 27 27 26 27 

今年度、我がクラブは地区の平均会員数から比較すると約

3倍となります。 
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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    

9999月旬の食べ物（野菜）月旬の食べ物（野菜）月旬の食べ物（野菜）月旬の食べ物（野菜）    

①さといも、②ゴーヤ、③なす、④かぼちゃ、⑤いんげん 

特に「なす」は、なすの紫色には有名なナスニンとポリ

フェノールが含まれています。これらはコレステロール 

値を下げてくれる作用が期待できますので、生活習慣病の

予防にも役立ちます。 

以上をもって会長報告とさせていただきます。 

１．９月度のロータリーレートは１

ドル１０６円となります。 

２．次週もアナウンス致しますが9

月20日の例会は華月殿で行いま

す。会場が変更になっておりま

すのでお間違えなきようお願いし

ます。 

３．３年３ヶ月にわたり私たちと共

に活動されました窪田哲也会員

が、１０月１日付けで千葉支店にご栄転されることとなりまし

た。９月中は例会にもご出席いただけるということでご挨拶

は２７日の例会にて行っていただきます。 

４．最後に、先週ご紹介しましたハワイでのメーキャップをさ

れました大桑会員からメーキャップカードをご提出いただき

ました。珍しいので回覧で回させていただきます。 

本日は以上です。 

青少年育成委員会 

海堀 崇委員長 

9月1日の西支部野球大会の開

会式が滞りなく執り行われまし

た。ご参集いただきありがとうござ

いました。会長の始球式でのスト

ライクも確認させていただきました。 

9月15日午後2時から閉会式が予定されています。会員の

方にメダル授与していただくことになっておりますので、ま

すます多くの皆様にご参加いただけますようお願いいたし

ます。 

卓卓卓卓    話話話話 

『『『『    働き方改革働き方改革働き方改革働き方改革    』』』』    

 始まっています 始まっています 始まっています 始まっています        
和歌山働き方改革推進和歌山働き方改革推進和歌山働き方改革推進和歌山働き方改革推進    

支援センター 副センター長支援センター 副センター長支援センター 副センター長支援センター 副センター長    

    社会保険労務士社会保険労務士社会保険労務士社会保険労務士    

    重田重田重田重田    廣志廣志廣志廣志    様様様様    

 働く方々の置かれた個々の事情に応じ多様な働き方を

選択できる社会を実現することで、日本が直面する「少子

高齢化」「働く人々のニーズの多様化」などの課題に対応

し成長と分配の好循環を構築し、働く人がより良い将来の

展望を持てるようにすることを目指すこととしています。 

 多様な働き方には、現在の法令では想定していない事

象もあります。近頃では、多様な働き方として中小企業から

大企業まで、勤務先以外の副業あるいは二か所勤務を認

める企業まで現れてくる時代となっていますが、一面を取り

上げると労災保険、労働時間の管理、社会保険の適用、

ハローワ－クの適用などの問題があります。 

 働き方改革は、本年４月より、年次有給休暇の5日取得

（企業に義務付け、罰則付き）(大企業、中小企業）、また同

じく本年４月より残業時間の上限規制は大企業、令和２年

４月からは中小企業が対象となり、同一労働・同一賃金（雇

用形態に 関わらない公正な待遇の確保）では大企業は令

和2年４月から中小企業は令和３年４月より実施されて行き

ます。 

 働き方改革とは言え、経営者にとってどれも大きな課題と

言えるものばかりであり、先ずは内容を熟知して自社の現

状を再認識して取り組むことが必要となります。  

連続出席表彰連続出席表彰連続出席表彰連続出席表彰    

前嶋ヒロム会員 

      ２３年  

23232323    

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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                            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・・・戸井君 

奥様誕生日・・・今西君・植田君・田辺君・角谷君・戸井君・ 

                      野上君・山田守君 

事業所創立・・・越部君・柴田君・嶋谷君・藤岡君・山本君 

皆出席表彰・・・前嶋君 

窪田（哲）君・・・昨日は送別会ありがとうございました。 

                     まだ１ヶ月近くおりますので、引き続きよろ 

                     しくお願い致します。 

宮本（憲）君・・・盛大な歓迎会、どうもありがとうございまし 

                     た。 

植田君・・・盛大な歓迎会、どうもありがとうございました。 

井口（廣）君・・・山田会長みごとなストライク！ 

大桑君・・・ハワイのワイキキロータリークラブでメーキャッ 

               プしました。ホノルル空港で偶然桑田ますみさ 

               んと会いました。ツーショットしました。 

               ありがとうございます。 

岡崎君・・・無事にSAA３ヶ月に突入できて。 

前窪君・・・金谷SAAヨロシク！ 

三木君・・・豊田会員に台湾旅行の際の写真のデータを 

               いただいて。 

岩本君・・・今月１回目出席。 

野村君・・・豊田会員より写真をいただいて。 

毘舎利君・・・豊田さんにCD写真頂いて。 

柘植君・・・北畑さんお世話になりました。 

林（芳）君・・・豊田さんに写真を頂いて。 

戸井君・・・豊田先生に写真をいただいて。 

藤林君・・・毘舎利さん、岩井先生、ごちそうさまでした。 

野上君・・・なかなか例会に出れずすみません。 

親睦活動委員会・・・昨日の歓送迎会に多数ご参加頂き 

                            ありがとうございました。 

 

         第１回 IDM アンケート 報告 

 

南RC総員７９名 出席人数 ６３名 欠席 １６名 ７９．７％ 

アンケートの集計 出席者６３名中 １０名は第７班の為議

題が異なりますので５３名がアンケート実施致しまして、回

答があったのが５０名でした。７２％ 
 

第１のテーマ 新済州との今後についてはまず訪問回数

で ０～１回と答えて頂いた方が３２名おられました、 

行ったことが無いという、回答が１８名おられました、入会

一年前後の方はこの１８名には含まれておりません、５回

以上行っていると回答は１４名でした。 

今後の新済州との付き合いを、中止１１名、継続１６名、ど

ちらでもよい・わからないと回答２３名 
 

第２のテーマ 会費・内部留保については 

会費の金額 普通 妥当と回答があったのは、４０名 

会費が安い１名・高いが１名 
 

内部留保につきましては 

妥当と思う金額については １千万以上 ９名 

             ３千万以上 １６名 

             ４千万以上 １６名 

             わからない ４名 

             まったくいらない ２名 

             考えたこともない １名 

この数字が出たからどうのこうのは無いのですが、今後の

理事役員会、又６０周年事業の参考になればと思います。 

 

                    R情報委員会 小野正克 

  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、9月度月例、通算675回が9月8日（日） 

和歌山カントリークラブにて開催されました。 
 

優勝は、岩井雅之会員でした。 
 

次回 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。 
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第第第第41414141回和歌山南ロータリークラブ旗争奪回和歌山南ロータリークラブ旗争奪回和歌山南ロータリークラブ旗争奪回和歌山南ロータリークラブ旗争奪

西支部野球大会（開会式）西支部野球大会（開会式）西支部野球大会（開会式）西支部野球大会（開会式）    

第41回和歌山南ロータリークラブ

旗争奪西支部野球大会 開会式

が9月1日雑賀球場にて開催され

ました。ご協力頂いた会員の皆様  

お疲れ様でした。 


