
 

 

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

201９～20２０年度  

国際ロータリー・テーマ 

次週のプログラム 

    

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   

2020年１月 第３週 

  

  ２０２０年１月１７日（金） No.２７９２ 

 第２８４８回 例会 

 ○ ソング「四つのテスト」 

 〇 年男・年女の方々へのインタビュー 

     和歌山放送 アナウンサー 
             赤井 ゆかり 様 

 四四 つつののテテスストト  （言行はこれに照らしてから）  ⅠⅠ真真 実実かか どどううかか ⅡⅡみみんんななにに公公 平平かか ⅢⅢ好好 意意 とと友友情情 をを深深めめるるかか  ⅣⅣみみんんなな ののたためめ ににななるるかかどどううかか 

2019-2020年度 RI会長 ﾏｰｸ･ﾀﾞﾆｴﾙ・ﾏﾛｰﾆｰ 「 ROTARY CONNECTS THE WORLD 」 

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  ２０２０年１月１０日（日） 

出席報告    会員８０名（出席規定適用免除会員１０名） 

          出席５８名  ホームクラブ出席者７２．５０％ 

会長報告 

ガバナー     中野 均 

本日のプログラム 

  

 ２０２０年１月２４日（金） 

 ○ ソング「雪」 

 〇 卓話「ミャンマーの医療事情」 

       ～Japan Heartの活動に参加して～ 
    日本赤十字社 和歌山医療センター 

     第一救急科部 医師 

             稲田 麻衣子 様 

あけましておめでとうございます。 

本年もよろしくお願いいたしま

す。 

皆様は、お正月はいかがお過ご

しでしたか。 

個人ごとですが、私は今年度から

職業分は漁師、趣味はテニスで

す。 

樫畑年度より職業分類の変更を

お願いします。 

私事ですが、私は、今年度開催の東京オリンピック・パラン

ヒックの聖火ランナーとして4月10日に紀州路を走ります。

走行の場所等の詳細は3週間前に決定します。これから少

しずつ、体力をつけるため、テニスを始めます。多分40数

年のテニス指導歴があっての選出かと思います。 

さて今年は東京オリンピック・パランピックが開催され、オリ

ンピック競技大会では、史上最多の33競技・339種目が42

の競技会場で開催されます。 

期間は、7月24日の開会式から8月9日の閉会式まで、パラ

リンピックは、8月25日から9月6日です。 

開会式を含めて17日間です。 

オリンピックは、競技の実施期間は「16日を超えてはならな

い」というルールがあります。 

東京オリンピックの場合だと、開会式の日は競技が行われ

ないので、「16日＋開会式」ということになります。 

サッカーとソフトボールは、開会式の前に競技が予定され

ています。 

特定の予選などは、開会式に先立ち実施することができま

す。サッカーやソフトボールなどは、開会式の前に予選が

行われます。閉会式までには、全ての競技が終了します。 

次に今年の世界の経済情勢ですが、昨年度から続くアメリ

カと中国の貿易戦争、北朝鮮のミサイル発射による挑発行

為、イギリスのＥＵ離脱、中東の混乱とアメリカとイランの対

立による原油価格の高騰、特に日本は、原油とガスの多く

を中東諸国からの輸入に依存し、85%が中東の産油国から

輸入されガソリン、電気、ガス代等の高騰が懸念されます。 

アメリカ・トランプ大統領の「ノラリクラリの喧嘩商法」が、対

相手国との融和に導く年であって欲しいものです。 

結びとしてオリンピック開催による日本への経済効果は、開

催が決定した2013年から2020年の開催、そして開催後10

年間の2030年までの18年間で、30兆円規模にのぼること

が予測されています。今年はオリンピックが、世界情勢の

不安定さをかき消す1年であって欲しいものです。 

知って得するマメ知識 

一昨日風速20ｍ以上の低気圧が日本海を通過、すなわち

春一番が日本列島を吹き荒れました。 

通常1月は寒気団が鹿児島あたりで、その南に暖気団が位

置し、その隙間をぬって低気圧が西から東に駆け抜けます

が、地球温暖化の影響で、今年の寒気は北海道あたりで

停滞し、暖気も四国あたりまで張り出し、その隙間を低気圧

が通りぬけて、台風並みの南風となりました。 

天候の異変、すなわち地球温暖化の兆候ではないでしょう

か。 

以上をもって会長報告と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 」 

委員会報告 

幹事報告 

１.1月のロータリーレートは1ドル１１

０円となります。 

２.当クラブの例会案内や近隣クラ

ブ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。 

３.来週14日にwindows７のサポート

が終了します。そのままご使用され

ますとウィルス等の危険性が高まり

メール送信をされますとウィルスなどで受け取った方にも影

響を及ぼす可能性がありますのでご注意下さい。 

尚、事務局のパソコンは１２月２４日にwindows10に機種変

更をしております。 本日は以上です。 

①青少年育成委員会 

 海堀崇委員長 

 昨年のクリスマス例会の礼状が前

田さんと旭学園宮里園長から頂い

ております。クリスマス例会に出席

できなかった田中さんとこばと学園

山本園長からもお手紙を頂いてい

ます。 

 昨年１２月２５日旭学園クリスマス会にご招待いただき、豊

田理事、野島副委員長とともに出席してきました。 

②米山奨学委員会 

 林芳史委員長 

 米山奨学会より寄付金の感謝状

が届きました。井口善隆会員、岩

井会員、御協力、御寄附ありがとう

ございました。 

 私も感謝状を頂きました。 

新 会 員 

氏  名：広瀬 晋作（ヒロセ シンサク）会員 
生年月日：昭和３２年３月５日 

星   座：うお座 

職   業：ワインの輸入業及びインターネット通販 

       （うきうきワインの玉手箱） 

家族構成：妻・息子２人・プードル犬３匹 

趣   味：旅（ワインの蔵元巡り）・読書・友人とワイ 

       ワイ、がやがや楽しく飲むこと 

一言メッセージ：この度は歴史と伝統ある和歌山南 

    ロータリーの一員として入会させて頂きまし 

    た。今後ともどうかよろしくお願い致します。 

長 寿 祝 

今西利之員が、今月米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。 

米山記念奨学会 

米山記念奨学会より井口善隆会員、林 芳史会員、岩井

雅之会員に米山功労者感謝状が届きましたので山田会

長よりお渡し致します。 



 

 

２０１９－２０２０年度テーマ：「 参加してロータリー活勣を楽しもう 」 

  

 

       ニコニコ箱 

 

 

本人誕生日・・・有田君・今西君・野上君・野村君 

                      林（勇）君・水城君 

奥様誕生日・・・金谷君・島村君・橋本忠美君・前嶋君 

                     三木君 

事業所創立・・・上西君・海堀君・島村君・野上君 

                      林（芳）君・村上君 

入会記念日・・・庵田君・今西君・大林君・小野君・島村君 

                      田中（祥）君・田辺君・豊田君・坂東君 

                      前窪君・山田守君・吉村君 

皆出席表彰・・・大林君・島村君・坂東君・前窪君 

 

今西君・・・長寿祝。 

野上君・・・長寿祝をいただいて。XmasParty突然の発熱に 

       より欠席させて頂き申し訳ありませんでした。 

庵田君・・・あけましておめでとうございます。 

      楠部さんに写真一杯頂いて。 

島村君・・・山田会長、北畑幹事、岡崎SAA 体調に気をつ 

       けて後半戦もがんばって下さい！！  

豊田君・・・新年おめでとうございます。 

       本年もよろしくお願いします。 

山田（昭）君・・・健康で新年を迎えることができました。 

         よろしく！ 

藤林君・・・息子が回転すしの店員さんに一目惚れした 

       記念に。 

石橋君・・・「山本さんの大根を食べる会」残金。 

       大根おいしかったです。 

南方君・・・広瀬様に入会していただいて。 

北畑君・・・新年明けましておめでとうございます。 

       本年もよろしくお願い申し上げます。 

岡崎君・・・後半戦。例会運営とニコニコ箱の献金 御協力 

       お願いいたします。SAA・ソング委員会。 

田辺君・・・家内が人間バンザイにださせてもらいありがとう 

       ございました。 

村上君・・・楠部さんに写真を頂いて。 

戸井君・・・楠部さんに写真をいただいて。 

 

 

１２月お誕生祝 

 

連続出席表彰 
 

 

前窪貫志会員 ５０年 

大林久夫会員 ３０年 

島村辰彦会員 ２６年 

坂東利仁会員 １１年 



 

 

２０１９－２０２０年度テーマ：「 参加してロータリー活勣を楽しもう 」 

  ゴルフ同好会 

 

ゴルフ同好会、12月度月例、通算678回が

12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、前畑泰洋会員でした。 
 

今後の開催予定は、1月26日（日）・2月9日

（日）・3月8日（日）・4月12日（日）・5月10日

（日）場所は、和歌山カントリークラブにてと

なっております。 

同好会の皆さん ご参加お待ちしてます。 

   満 月 会 

 １月１１日（土）、すき焼きＫＡＰＰＯ ＩＰＰＯＮにて満月会

の新年会を行いました。 

 新年会に先立ち、満月会名誉会長・山中静先生のお見

舞いに行ってまいりました。山中先生におかれましては、

約２か月前に難波駅で転倒なされ、大腿骨を骨折されま

したが、現在はお元気にリハビリにハゲまれております。 

 大腿骨を骨折されたにもかかわらず、和歌山まで電車で

帰ってこられたとのことで、「痛かったでしょう。よく自力で

帰ってこられましたね」と申し上げたところ、「血が出てな

かったから」（！）とのお言葉。一同、絶句いたしました。 

 カラオケ同好会 

 2020・1・7 

 第130回例会 

☆次回開催日 2月4日（火） 


