
 

 

和歌山南ロータリークラブ週報和歌山南ロータリークラブ週報和歌山南ロータリークラブ週報和歌山南ロータリークラブ週報    
ＷＡＫＡＹＡＭＡ ＳＯＵＴＨ  ＲＷＡＫＡＹＡＭＡ ＳＯＵＴＨ  ＲＷＡＫＡＹＡＭＡ ＳＯＵＴＨ  ＲＷＡＫＡＹＡＭＡ ＳＯＵＴＨ  Ｒ....Ｃ．ＣＬＵＢ ＷＥＥＫＬＹＣ．ＣＬＵＢ ＷＥＥＫＬＹＣ．ＣＬＵＢ ＷＥＥＫＬＹＣ．ＣＬＵＢ ＷＥＥＫＬＹ    

201９～20２０年度  

国際ロータリー・テーマ 

次週の次週の次週の次週のプログラムプログラムプログラムプログラム    

    

会長 山田 守 幹事 北畑博史 

直前会長 

副 会 長 

三木菊夫 

上西豊基 

会長ｴﾚｸﾄ 

 

樫畑国俊 

 

会報委員長 戸井洋木 副委員長 窪田哲也 

委員 井口善隆 宮本保志 藤岡 総 

 雑賀宅史   

2019201920192019年１１月年１１月年１１月年１１月    第２週第２週第２週第２週    

  

  ２０１９年１１月 ８日（金） No.２７８５ 

 第２８４１回 例会 

 ○ ソング「四つのテスト」 

 〇 卓話「シャンパーニュの魅力と動向」 

     ビストロ・シャンパーニュ・トレゾール 

        オーナー 

             山本 一人 様 

  

  １１月１５日（金） 

 ○ ソング「旅愁」 
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          Ｎ-4ビル 2Ｆ 

 TEL(073)423-8822  FAX(073)423-8821 
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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１１月 １日（金） 

出席報告    会員７９名（出席規定適用免除会員１０名） 

          出席６２名  ホームクラブ出席者７８．４８％ 

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 

本日の卓話で、スペシャルオリ

ンピックス日本、・和歌山事務局

長 大田正彦様がお越しです。 

「もう一つのオリンピック、スペ

シャルオリンピックス」です。後

ほどよろしくお願いいたします。 

さて10月26日、27日大阪府堺

市、ホテルアゴーラ リージェン

シーで国際ロ－タリ－第2640地区、中野均ガバナー（堺

東ロータリークラブ）の元、地区大会が開催されました。 

26日の選挙人会議に、山田、北畑幹事、豊田理事の三名

が出席しました。 

ガバナーエレクトとして藤井秀香（岸和田東ロータリークラ

ブ）、ガバナーノミニーとして豊岡敬（富田林ロータリークラ

ブ）が承認されました。 

またパストガバナーの久保治雄君のパストガバナーの剥

奪をＲＩに上程する件が、満場一致で可決されました。 

基調講演で、神戸大学教授の木村建次郎先生（工学博

士）が、「乳がん検診技術の課題と世界初マイクロ波マン

モグラフィの実現」のタイトルで、現在での乳がん検診で

は、エコー、ＭＲＩを使用するが、マイクロ波マンモグラフィ

で検診するとその10倍以上の鮮明さで乳がんを察知す

る、検査機を発明しました。 

私の隣のドクタ－の話では、2-3年後には、ノーベル賞を

受賞するのでは、と言っていました。 

今年の地区大会の記念ゴルフ大会で当クラブの橋本忠美

会員が優勝、会場で受賞しました。 

地区会員増強で、和歌山南ＲＣが3位となり受賞しました。 

27日（日）第37回和歌山南ＲＣ杯、和歌山小学生学年別柔

道大会に当クラブから8名で出席してまいりました。小学生

1年～6年生142名の参加があり、低学年は男女混合です

が、女の子が男の子に勝つ子があり、柔よく剛を制す、で

しょうか。 

また所属クラブの先生のアドバイスが目立ち、熱気に満ち

溢れていました。 

柔道大会、地区大会の出席の会員の皆さまおつかれさま

でした。 

昨日、橋本社会奉仕プロジェクト委員長のもと、来週、土、

日、月、火の4日繰り広げられるねんりんピック和歌山大

会、つつじが丘で開催の、テニスで、和歌山特産の柑橘類

の無償提供についての会議を開催しました。各都道府県

から68チ－ムが参加しています。開催盛会の一助となれば

思っています。社会奉仕委員会の皆さまよろしくお願いい

たします 
 

11月旬の食べ物 

さつまいも、かぼちゃ、やまいも、ねぎ、里芋 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    

 2６、27日と堺の地で地区大会が開催されました。ご出席

いただいた皆さんお疲れ様でした。その大会におきまして

当クラブより会員増強賞として山田会長が、そして記念ゴ

ルフ優勝者として橋本忠美会員が登壇されました。改めて

ましておめでとうございます。 

 先週も回させていただきましたが今週も台風15号、19号

の募金箱を回させていただきますのでご寄付のほどよろし

くお願いいたします。尚、先週の募金額は55,800円でし

た。今週分また災害対策特別基金特別会計と合わせまし

て10万円を地区の方へ送金させていただきます。 



 

 

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 

もう一つのオリンピックもう一つのオリンピックもう一つのオリンピックもう一つのオリンピック    

「スペシャルオリンピッ「スペシャルオリンピッ「スペシャルオリンピッ「スペシャルオリンピッ

クス」クス」クス」クス」    
スペシャルオリンピックススペシャルオリンピックススペシャルオリンピックススペシャルオリンピックス    

日本・和歌山日本・和歌山日本・和歌山日本・和歌山    

事務局長 事務局長 事務局長 事務局長 大田 昌彦 様大田 昌彦 様大田 昌彦 様大田 昌彦 様 

 スペシャルオリンピックス（ＳＯ）をご存じでしょうか。 

 2005年に長野県で冬季ワールドゲーム（世界大会）が開

催され、それを契機に、啓発活動を兼ねて日本全国でトー

チランが実施されました。和歌山でも、それを見た親御さん

が、その活動に共感し、声をあげ、活動が始まったので

す。まさに開催を機にＳＯ活動の火が和歌山にも灯された

のです。 

 ＳＯは、知的障害のある人たちに様々なスポーツ活動と

その成果の発表の場である競技会を年間を通じて継続的

に提供している国際的なスポーツ組織です。 

スポーツに親しむ方々は多くいらっしゃいます。しかし、障

害ゆえにその機会を保障されていないという現実がありま

す。特に競技としてのスポーツでは、勝利至上主義の名の

下で排除や敬遠される場面もありました。本来スポーツは

誰にでも活動の場が保障され、楽しく取り組むことができる

ものです。やらされるのではなく、自発的に努力を積み重

ね、競技会という発表の場で持てる力を発揮することがで

きれば、更なる歓びとなり生涯スポーツへとつながってもい

きます。障害があってもそれは同じ事です。ＳＯ日本の理

事長である有森裕子は「チャンスをもらえないことが、どれ

だけ不幸なことか」と話しています。障害の有無に関係な

く、頑張れるチャンスの場を提供する事で、個々の力を高

め、それが社会参加へとつながり、社会人・地域人・家庭

人として存在感を持ち、充実した人生を過ごせるようになる

と私は考えています。それは、アスリート（ＳＯでは障害のあ

る競技者をこう呼んでいます）だけでなく、ボランティアや

ファミリーが参加し、お互いがより理解を深めることで、共に

生きる社会つくりへとつながるのではないでしょうか。まさ

に、ＳＯ活動はお互いが支え合い、高め合う人間活動その

ものだと思っています。 

 2020年2月21日から三日間、冬季ナショナルゲーム・北海

道が開催されます。和歌山からもアルペンスキー・スノー

シューイング、フロアホッケーの各種目に合計8名のアス

リートと5名のコーチが参加します。派遣されるアスリート

は、やる気満々で日々のトレーニングに取り組んでいま

す。ゴールで素敵な笑顔を見られるのを楽しみにしていま

す。 

 11月のロータリーレートは先月と同額の1ドル108円となり

ます。また11月の例会プログラムや近隣ＲＣの例会変更等

をニコニコ掲示板に掲示しておりますのでご覧下さい。 

  ＩＤＭ第一班の会場が西村会員のセンプレコンテよりロイ

ネット三階のサンクシェールに変更となっています。第一班

にご参加される会員の皆さんはご注意下さい。 

  最後にロータリー財団より2018-19年度の表彰バナーが

二つ届いております。一つは「Every Rotarian,Every Year

賞」と､もう一つは「100%ロータリー財団寄附クラブ賞」です｡  

本日は以上です｡ 

                            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・・・岩橋君・田村君・坂東君・山中君 

奥様誕生日・・・有田君・豊田君・林（勇）君・藤林君・湯山君 

事業所創立・・・雑賀君・前窪君・前畑君・山田（昭）君 

入会記念日・・・北芝君・戸井君・中村（和）君 

坂東君・・・長寿祝い 

小野君・・・橋本先生にお世話になり有難うございました。 

       次回は医師会組には負けない様持続力をつけ 

       てリベンジします。 

林（芳）君・・・リベンジ宣言します。 
 

  計 ￥108,000 -  累計￥1,211,370 - 

長長長長    寿寿寿寿    祝祝祝祝    

坂東利仁会員が、今月喜寿を迎えられますので山田会長

よりお祝いの記念品をお渡し致します。 

１０月お誕生祝１０月お誕生祝１０月お誕生祝１０月お誕生祝    

本日は、スペシャ

ルオリンピックス日

本・和歌山 会長 

神谷尚孝様(和歌

山東南RC）にもお

越し頂きました。 


