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  ２０１９年１０月１１日（金） No.２７８１ 

 第２８３７回 例会 

 ○ 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 

  

  １０月１８日（金） 

 ○ ソング「それでこそロータリー」 

 〇 和歌山城南RCとの合同夜間例会 

     ダイワロイネットホテル和歌山 

            １８：３０～ 
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事務所 〒640-8215 和歌山市橋丁23 

          Ｎ-4ビル 2Ｆ 

 TEL(073)423-8822  FAX(073)423-8821 

 http://www.wminamirc.jp/ 

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１０月 ４日（金） 

出席報告    会員７９名（出席規定適用免除会員１０名） 

          出席５５名  ホームクラブ出席者６９．６２％ 

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、新入会員の農林中金

の湯山弘二様が、窪田哲也会

員の後任としてお越しです。 

外部卓話で和歌山県企画部

企画制作局国際課副課長、

岡澤利彦様がお越しです「和

歌山県人会世界大会につい

て」です。後ほどよろしくお願

いします。 

今世界陸上がカタールのドーハで開催、特にマラソン、競

歩では夜の11時、12時にスタート、で30％以上の選手が熱

中症でリタイア－してしまった。東京オリンピックでは、最高

の環境で競技ができるような工夫をしていただきたい。 

参加20チームで4ブロックの総当たり戦で行い、各ブロック

から２チームが決勝戦に出場できます。現在日本は、Ａ組

の首位を独走、得点でみると日本9,アイルランド6,スコットラ

ンド5,サモア5、ロシア0です。次回は 10月5日開催のサモ

ア戦となります。 

サモア戦に勝つと決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ出場に大きく前進します。 

皆さんしっかり応援しましょう。 

さて10月1日市内9クラブ会長、幹事が和歌山市長を表敬

訪問しました。 

森本ガバナー補佐が代表でふるさと納税の在り方を市長に

質問をしました。 

 
大阪泉佐市のなんでもありのふるさと納税額、497億円で、

和歌山市は2億、2018年度、2019年5月14日、総務省は６

月から始まる『ふるさと納税の新制度』で、泉佐野市など４

市町の参加を認めないことを発表しました。泉佐野市はこ

れを不服として高等裁判所に提訴する準備をしています。

皆さんは如何でしょうか。 

続いて和歌山県仁坂知事を表敬訪問し、和歌山県にカジ

ノ誘致の説明を求めました。 

知事は、カジノ入場者は、日頃パチンコ愛好者等とは性質

が違い、すなわちパチンコ愛好者レベルの人は入場でき

ないらしく、賭博性のマイナス面は発生しないらしい、 

さてロータリ－財団より、ロータリーはポリオ根絶において

大きく進展することができた、1988年以来、世界におけるポ

リオの症例は99.9パーセント減少しました。しかし、現在で

もアフガニスタンやパキスタン、その他のハイリスク国では

野生型ポリオウイルスが脅威となっており、この課題に対応

するという重要な仕事が残されているということが報告され

ています。 

世界中でのポリオ撲滅のための行動を起こすべき依頼が

きています。 

10月の旬の食べ物 

 米（新米）、松茸、鮭 

以上をもって会長報告とさせていただきます。 
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①去る10月1日、市内9ＲＣ会長 

 幹事会で森本ガバナー補佐 

 を含む総勢１７名で、尾花和 

 歌山市長及び仁坂和歌山県 

 知事に表敬訪問に行って参り 

 ました。 

②ＲＩより１０月のロータリーレー 

 トは１ドル１０８円との報告があ 

 りました。 

③先週お配りしたクラブ概況に  

 私のミスで一点お名前が間違っていました。ご本人には 

 お電話でお詫びしておりますが改めて皆さまにもお詫び 

 し訂正のお願いをいたします。１２７ページの大林会員の 

 お名前が間違っていました。自作ですが訂正用のシール 

 をご用意させていただきましております。受付においてい 

 ますのでお手数ですがご自身でお張り下さい。 

④過日開催されました第４１回和歌山南ＲＣ旗争奪少年野 

 球大会の結果が届いております。ニコニコ掲示板に掲示 

 しておりますのでご覧下さい。 

⑤最後に日本のロータリー１００周年記念ピンバッジが届い 

 ております。取りにくいですがラックの方に入れております 

 のでお持ち帰り下さい。 

 本日は以上です。 

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親睦活動委員会 

 岩井雅之委員長 

 10月18日(金)18時半よりダイワロ 

 イネットホテル4階宴会場で和歌 

 山城南ロータリークラブとの夜間 

 合同例会を開催致します。 

 また、11月16日(土)17日(日)の秋 

 の親睦家族旅行の申し込みは 

 10月4日までとなっておりますの 

 で、よろしくお願い申し上げます。 

 

②米山奨学委員会 

 林 芳史委員長 

 １０月は米山奨学記念月間となっ 

 ております。 

 前例会にて豆辞典を配布させて 

 頂いておりますので宜しくお願い 

 します。 

 第４例会にて、南ロータリー奨学 

 生のグゥエンティトゥチャンさんに 

 卓話をしていただきますので、彼 

 女の生きて来た“道のり”を聞いて 

 あげて下さい。 

③国際奉仕委員会 

水城 実委員長 

 ９月１１日からミャンマーに行って 

 参りました。 

 村人１００人の歓迎を受け、本当に感動いたしました。 

 開園式は２月１４日を予定しています。 

 目標２０人以上のクラブメンバーを募集いたします。 

 どうか皆様ご参加の程よろしくお願い申し上げます。 

 行程は２月１３日に関空から出発し、１６日に帰国する予 

 定です。 

 新たな国際奉仕活動の幕開けの事業がんばっていきま 

 す。 

 ご理解ご協力の程よろしくお願い申し上げます。 

                                

    

                                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・・・岩井君・海堀君・畠中君・藤田君 

奥様誕生日・・・楠部君・窪田（惇）君 

事業所創立・・・井口（廣）君・坂東君 

入会記念日・・・井口（廣）君・堀井君 

岡崎君・・・RC若竹会で還暦祝していただきありがとうござ 

       いました。お世話になりました。 

田中（祥）君・・・若竹会で還暦お祝いしていただいて。 

藤林君・・・植田会員、宮本会員、先日はご迷惑をおかけし 

       ました。 

      坊主になっているのはその事とは無関係です。 

大桑君・・・先週イバラギカントリークラブの清交会のコンペ 

       でまた偶然桑田ますみ元巨人軍投手に風呂場 

       で再会しました。よくあいますねと彼いわく。 

藤岡君・・・新入会員卓話、皆様ご静聴ありがとうございま 

       した。その夜の鍋ブタでのビール一気飲みはこ 

       たえました。 

窪田（惇）君・・・農林中金 湯山弘二様をよろしくお願い致 

          します。 

野村君・・・若竹会にて還暦のお祝いをしていただいて。 

三木君・・・祝CS（クライマックス シリーズ）進出！ 

       頑張れタイガース！！ 

水城君・・・ミャンマー行ってきました。有難うございました。 

岩本君・・・出席ニコニコ！！ 

前嶋君・・・チョット良い事があって！ 

豊田君・・・早退おわび。 

 

１０月お誕生祝１０月お誕生祝１０月お誕生祝１０月お誕生祝    



 

 

２０１９－２０２０年度テーマ：「 参加してロータリー活勣を楽しもう 」 

卓卓卓卓    話話話話 

「和歌山県人会「和歌山県人会「和歌山県人会「和歌山県人会    

世界大会について」世界大会について」世界大会について」世界大会について」    
    

和歌山県和歌山県和歌山県和歌山県    企画部企画部企画部企画部    

企画政策局企画政策局企画政策局企画政策局    国際課国際課国際課国際課    
 

  

 

副課長 副課長 副課長 副課長 岡澤 利彦 様岡澤 利彦 様岡澤 利彦 様岡澤 利彦 様    
 

  

 

 外国人労働者の受け入れに関するニュースが盛んに報

道される昨今、かつて、日本が移民輩出国であったことを

覚えておられる方も、少なくなってきているかもしれませ

ん。 

実は、和歌山県は、明治中頃から昭和30年代まで、約

33,000人の県民を海外に送り出した「全国で６番目の移民

輩出県」だったのです。多くの和歌山県民が、ハワイ、そし

てアメリカ、カナダ、メキシコ、ブラジル、ペルー、オーストラ

リア等へ仕事を求めて海を渡っていきました。 

 移民先で、技能を生かして成功した人、荒れた大地に苦

しんだ人、夢途中で帰国した人、定住した人。和歌山県民

はサトウキビ畑、野菜園、コーヒー農園、カツオ漁、サケ

漁、缶詰工場等々で働きました。 

 世界各地へ移住した和歌山県出身の人々は、親睦や相

互扶助のために「和歌山県人会」を組織しました。なかに

は100年の歴史を刻む和歌山県人会も存在します。 

 そんな歴史を刻む県人会も、１、２世代から、第２次世界

大戦を乗り越え、日本を知らない３、４世代へと移り、時代と

ともにその在り方も変わってきています。 

 来る11月24日に、和歌山県民文化会館において、国外・

県外の県人会の皆さま500名を招き「和歌山県人会世界大

会」記念式典・記念コンサートを開催します 

 これは、私たち和歌山県民が、改めて移民の歴史を共有

し、理解を深め、次の世代に伝え、将来への活力を生む機

会として、海外・国内の県人会の皆さんには故郷への誇り

と自信を新たにし、更に活躍につなげる機会となるよう祈念

して開催するものです。 

 多くの皆様に、お集まりいただけますようお願いいたしま

す。 

新新新新    会会会会    員員員員    

氏名：湯山氏名：湯山氏名：湯山氏名：湯山    弘二（ユヤマ弘二（ユヤマ弘二（ユヤマ弘二（ユヤマ    コウジ）会員コウジ）会員コウジ）会員コウジ）会員    
生年月日：１９７０．６．５生年月日：１９７０．６．５生年月日：１９７０．６．５生年月日：１９７０．６．５    

星座：ふたご座星座：ふたご座星座：ふたご座星座：ふたご座    

職業：農林中央金庫和歌山営業所職業：農林中央金庫和歌山営業所職業：農林中央金庫和歌山営業所職業：農林中央金庫和歌山営業所    営業所長営業所長営業所長営業所長    

家族構成：妻家族構成：妻家族構成：妻家族構成：妻    

趣味：旅行（特に温泉巡り）、ラーメン食べ歩き趣味：旅行（特に温泉巡り）、ラーメン食べ歩き趣味：旅行（特に温泉巡り）、ラーメン食べ歩き趣味：旅行（特に温泉巡り）、ラーメン食べ歩き    

一言メッセージ：１０月からの新人ですが、奉仕の一言メッセージ：１０月からの新人ですが、奉仕の一言メッセージ：１０月からの新人ですが、奉仕の一言メッセージ：１０月からの新人ですが、奉仕の    

                                        精神で頑張ります。精神で頑張ります。精神で頑張ります。精神で頑張ります。    

北芝プログラム委員長よ

り岡澤利彦様のご紹介が

ありました。 
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親睦委員会メンバー親睦委員会メンバー親睦委員会メンバー親睦委員会メンバー    

和歌山県知事 和歌山県知事 和歌山県知事 和歌山県知事 ////和歌山市長和歌山市長和歌山市長和歌山市長    表敬訪問表敬訪問表敬訪問表敬訪問 10月1日（火）市内・会長幹事会にて和歌山県知事及び和

歌山市長を表敬訪問致しました。 

当クラブからは、山田会長・北畑幹事が出席しました。 


