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  ２０１９年１０月 ４日（金） No.２７８０ 

 第２８３６回 例会 

 ○ ソング「君が代」・「奉仕の理想」 

 〇 卓話「和歌山県人会世界大会について」 

      和歌山県 企画部 企画政策局 

           国際課 課長 

          岡澤 利彦 様 

  

  １０月１１日（金） 

 ○ ソング「四つのテスト」 

 〇 卓話「紀州東照宮と和歌祭」 

     紀州東照宮 

       禰宜 

          西川 秀大 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 ９月２７日（金） 

出席報告    会員７９名（出席規定適用免除会員１０名） 

          出席６０名  ホームクラブ出席者７５．９５％ 

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 

今日から水城国際奉仕委員長

のミャンマー現地調査等の報告

を動画、写真で紹介していま

す。ミャンマーの環境を知って、

ご理解いただき、2月の調印式

には、会員の皆様にご参加い

ただけたらと思います。 

農林中央金庫和歌山営業所、

営業所長の窪田哲也会員が、本日をもって退会、千葉県

に栄転となりました。千葉県豪雨災害の復興に一役買って

いただけたらと思います。健康に留意し頑張ってください。 

本日の新人卓話、藤岡総会員、越部早絵会員、後ほどよ

ろしくお願いします。 

さて9月21日（土）和歌山県ＪＡビルで地区主催のクラブ会

長・会員増強委員長合同会議に参加しました。あいにく柴

田会員増強委員長が体調不良で欠席しました。 

やはりどこのクラブも会員増強に苦戦しているようです。 

第三地域コーディネーターの高島凱夫氏の講演がありまし

た。 

特に目立った3点をご紹介します。 

その1 会員減少傾向の原因 

1.会員減少の原因は、健康上の問題（メンバーの高齢化、

病気、死亡） 

2.家庭的な問題（家族の介護、家庭の事情） 

3.社会的な問題（経営環境の悪化、（経済不況や地域の過

疎化、仕事は以前より厳しく多忙） 

退職（定年退職やその他の理由） 

その2 今後のクラブの在り方 

1.各クラブが特徴を生かしたクラブ運営をすることによっ

て、入会候補者がクラブを選んで入会する時代が近々に

やってくる。 

将来に対する「備え」のないクラブはおいて行かれる。 

その3 クラブの柔軟性について 

「柔軟性」という言葉は、クラブリーダー、あるいは会員の考

え方で「タガを緩めることも、締めること」もできる、という非

常に難しい問題であることを考慮しつつ、クラブ戦略計画

を立案すべきである。 

我がクラブの親クラブ、和歌山クラブは、会費が高く、そし

て女性の入会は断ると聞いています。しかし昨年度60数名

だった会員が、現在70名となり、後日数名が入会予定だそ

うです。 

これは、タガを締めたことになります。 

その4 クラブのビジョン（戦略計画）をつくろう 

  ビジョン（戦略計画）があるクラブは、会員の満足度が高

く、ロータリーに対する思い入れも強く、それがより高い会

員維持率につながる。 

 それを実行するための戦略計画の作成は、複数年かかり

ます。ロータリーは、単年度で動きますが、周年事業のよう

な考え方で、独立した委員会をつくる必要があります。 

皆さま如何でしょうか？ 

我がクラブでの過去5年間の新入会員の年齢別人数で

す。 



 

 

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    

30歳台1名、40歳台15名、50歳台9名、60歳台2名、70歳台

3名で、計30名となります。 

ちょっと得する豆知識 

大雨への備え 

ハザードマップ上で自宅と避難所を確認しよう！ 

・日頃から自宅付近に浸水地、がけ地がないかを確認しま

しょう 

・自宅から避難所までの避難経路をマップに書き込みま

しょう。 

・２箇所以上の避難所へ避難できるように複数の避難経路

を確認しましょう。 

以上をもって会長報告とさせていただきます。 

本年度のクラブ概況が出来上がっ

てきました。本日ラックの方へ入れ

ておりますのでお持ち帰り下さ

い。また、10月の例会案内や近隣

ＲＣの例会変更等をニコニコ掲示

板へ張っていますのでご覧下さ

い。本日は以上です。 

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９月分をお渡ししました。 

退会の挨拶退会の挨拶退会の挨拶退会の挨拶    

千葉に転勤される窪田

哲也会員より皆様に退

会のご挨拶がありまし

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・・・中村（和）君 

窪田（哲）君・・・皆様大変お世話になりました。 

野村君・・・無事にミャンマー事前調査に行ってきまし 

       た！！土産話はのちほど！！ 

栗本君・・・チャンさん熊本でのボランティアごくろうでした。 

       例会へようこそ。 

山田（昭）君・・・SAA委員進行係させていただきます。 

越部君・・・本日、卓話させていただきます。 

       あたたかい目で見守って下さい。 

窪田（惇）君・・・窪田哲也様 千葉でも頑張って下さい。 

橋本忠美君・・・南方克己君と年明けより再入会の約束しま 

          した。 アルコールが入っていたので一寸 

          心配ですけど！！ 

島村君・・・今年6月の社内旅行の折の余市工場見学では 

       藤岡支店長に大変お世話になりました。 

林（芳）君・・・橋本理事長、院長お世話になりありがとうご 

        ざいました。 

山田守君・・・前回の上西副会長、会長挨拶代理ありがとう 

        ございました。 

前窪君・・・山田SAAさんがんばって！！ 

岩本君・・・山田昭子会員のSAAデビューをお祝いして。 

毘舎利君・・・本日、若竹会 会員の方は宜しくお願い致し 

        ます。 

前嶋君・・・チョット良い事があって。 

中村（和）君・・・山田昭子さんSAAご苦労さまリラックスして 

          がんばって！ 

60周年実行委員会・・・打ち合わせ会残金 

 

  計 ￥42,600 -  累計￥900,870 - 

９月９月９月９月    

お誕生祝お誕生祝お誕生祝お誕生祝    



 

 

２０１９－２０２０年度テーマ：「 参加してロータリー活勣を

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    

卓卓卓卓    話話話話 

「まち女子は「まち女子は「まち女子は「まち女子は    わかわかわかわか

やまにいます。」やまにいます。」やまにいます。」やまにいます。」    
    

    越部越部越部越部    早絵早絵早絵早絵    会員会員会員会員    
 

まち女子とは「まちに関わるすべての女性」のこと。自分た

ちが暮らす和歌山で楽しく過ごすために活動している女性

をそう呼んでいます。「waccalla」（ワッカラ）は2014年2月に

誕生した「代表」や「会員」という概念のない緩やかなコミュ

ニティで、季節ごとにイベントを企画運営し、まちに繰り出し

ています。  
 

苺の季節には苺狩りに出掛け、その場でクレープやパフェ

にカスタマイズしてスイーツパーティーを開いたり、浴衣の

季節には着付けを学び、そのまま別のイベントに参加する

など、誰かが言い出した「こんなことができたらな」を実現し

ています。 
 

また紙モノ好きメンバーが独自に ZINE編集部を立ち上

げ、まちをテーマにしたZINEの制作を行っています。現在

はvol.3まで発刊し、創刊の2014年には市内のカフェで「万

町ZINE 3DAYS」と題した全国のZINEを集めたイベントを開

催しました。展示したZINEの総数は約350冊。その後は印

刷費を自分たちで稼ぐためにオリジナルのグッズやスイー

ツを開発するなど新たな動きが出てきています。 
 

これらの活動が特別なものでなくなり、みんなが当たり前に

まちで楽しみを見つけ、「まち女子」という名前がなくなるこ

とを目標にしています。 

「ニッカウヰスキー「ニッカウヰスキー「ニッカウヰスキー「ニッカウヰスキー

の 余 市・宮 城 峡 蒸の 余 市・宮 城 峡 蒸の 余 市・宮 城 峡 蒸の 余 市・宮 城 峡 蒸

留所と竹鶴ピュアモ留所と竹鶴ピュアモ留所と竹鶴ピュアモ留所と竹鶴ピュアモ

ルトについて」ルトについて」ルトについて」ルトについて」    

    藤岡藤岡藤岡藤岡    総総総総    会員会員会員会員    
  

 ニッカウヰスキー創業者の竹鶴政孝は、本場スコットラン

ドで学んだ時から、ウイスキーづくりの理想の地で自分のウ

イスキーをつくりたいという夢を追いかけました。念願か

なって設立した余市・宮城峡の２つの蒸溜所は冷涼で湿潤

なスコットランドの気候風土によく似たウイスキーづくりの理

想郷でした。冷涼で湿潤な気候を追い求めた理由は、「揮

発性の高い香気成分の揮散を最小化する」、「ゆっくりとし

た樽成分の溶出」、「アルコール度数の緩やかな低下」、

「貯蔵庫周辺の大気がきれい」であるといわれています。 

 北海道余市蒸溜所は、海に近く、余市川が流れる夏は涼

しく冬は雪深い場所にあり、「山風」「海風」「川風」３つの風

が吹いています。風は長い年月をかけて熟成する原酒をよ

り複雑な味わいへと育てていきます。ストレート型ポットスチ

ルを用いて石炭直火（石炭直火は世界の蒸留所で唯一余

市のみ残っている製法です）加熱によって蒸留し熟成さ

れ、リッチで重厚な力強い原酒が出来上がります。 

宮城峡蒸留所は、宮城県の奥、山形県との県境に近い森

の中にある蒸溜所で、新川川（にっかわがわ）と広瀬川の２

つの清流に囲まれた場所にあり、この川が宮城峡の湿潤な

空気を生み出します。バルジ型ポットスチルを用いてス

チーム間接加熱によって蒸留し、森の空気をたっぷり吸い

ながらゆっくりと熟成され、香味成分豊かなやわらかで華や

かな原酒が出来上がります。 

「竹鶴ピュアモルト」は、リッチで力強い余市原酒と、まろや

かさで香りの軽いエレガントで軽快な宮城峡原酒をヴァッ

ティングすることでうまれます。シングルモルトの豊かさがあ

りながら、ブレンド技術により、調和、飲みやすさも実現させ

ています。是非ご賞味ください。よろしくお願いいたしま

す。 

卓卓卓卓    話話話話 



 

 

２０１９－２０２０年度テーマ：「 参加してロータリー活勣を楽しもう 」 

若若若若    竹竹竹竹    会会会会    

2019年9月27日（金）18：30～ 

海鮮問屋丸長インター店にて若竹会が開催され

ました。 

今回は、野村壮吾会員、岡崎全雄会員、田中祥

博会員が還暦を迎えられる御祝いの会となりまし

た。 

  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 
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☆次回 開催日11月5日（火） 


