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2020年１月 第４週 

  

  ２０２０年１月２４日（金） No.２７９３ 

 第２８４９回 例会 

 ○ 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 

 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１７日（金） 

出席報告    会員８０名（出席規定適用免除会員１０名） 

          出席５７名  ホームクラブ出席者７１．２５％ 

会長報告 

ガバナー     中野 均 

本日のプログラム 

  

 ２０２０年１月３１日（金） 

 ○ ソング「ペチカ」 

 〇 卓話「不動産の民法改正と日本銀行見学し 

       てきました」 

           植田 好紀 会員 

 〇 卓話「オリンピックとアルソック」 

           宮本 憲吾 会員 

皆様こんにちは。 

本日は、恒例の「赤井ゆかり

の年男・女のインタビュー」デ

イです。 

赤井ゆかりさん、後程よろしく

お願いいたします。 

さて今日で阪神淡路大震災

が起こって25年が経ちます。 

1995年1月17日午前5時46分

明石海峡付近で深さおよそ14キロメートル付近、地震の規

模はM7.3。 戦後初の大都市直下型地震は、関連死を含

め6434人の命を奪い、住まいや仕事など暮らしの土台を崩

壊させました。 

ちなみにマグニチュードは地震のエネルギ－の爆発力、震

度は揺れの大きさです。 

阪神・淡路大震災から日本列島の地震が頻発する「地震

活動期」に入ったと考える専門家は多いです。 

1995年以降、鳥取県西部地震、十勝沖地震、新潟県中越

地震、岩手・宮城内陸地震、東日本大震災、熊本地震、北

海道胆振東部地震とM（マグニチュード）6を超える地震が

続いています。 

和歌山県が直面するであろう、東南海地震は30年以内に

70％の確率で起こりえると言われています。皆さん常日頃

から災害に対しての備えをしておきましょう。 

さてナイキのマラソンシューズはドーピングに当たるのか？

世界記録樹立の理由はピンク靴なのか？今年の箱根駅伝

は１０区間のうち７区間で新記録が出るなど、いま駅伝やマ

ラソンで高速化が進んでいます。その一因と言われている

のが、ナイキが開発した厚底のランニングシューズです。 

第９６回箱根駅伝では８割以上のランナーがナイキの厚底

シューズ（ピンク靴）を着用、好成績を納めました。 

国際陸上競技連盟が、この ヴェイパーフライシリーズ を禁

止・制限器具にあたるか調査し始めたらしいです。 今後

トップアスリ－トのドーピング検査が、その着用グッズ、備品

にまで検査対象となるかもしれません。 

最後に和歌山南ロ－タリ－クラブの会員数は、現在80名

で、山田年度中に85名を目標にしています。皆様会員増

強にご協力をお願いします。 

ちなみに2640地区の会員数のトップは、田辺ロータリークラ

ブで、85名と聞いています。 

1月の旬の食べ物 

野菜：めきゃべつ、小松菜、白菜、菜の花、長ネギ、春菊、

長いも 

魚：わかさぎ、ぶり、はまち、ズワイガニ、甘エビ、ふぐ、しじ

み、金目鯛、タラコ、牡蠣 

以上をもって会長報告とさせていただきます。 

幹事報告 

本日の幹事報告はございません。 



 

 

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 

①雑誌・広報委員会 

 石橋 英二委員長 

1月は職業奉仕月間です。 

「ロータリーの友」も 

職業奉仕の特集 

「侃 侃 諤 諤」の コ ー

ナーで例会時の席に

ついて紹介されていま

す。 

その他読みごたえのある記事が一杯です。 

ご一読お願いします。 

②親睦活動委員会 

 岩井雅之委員長 

1月25日(土)18時より木村屋さんに

て、11月に入会された湯山会員と今

月入会された広瀬会員の新入会員

歓迎会を開催させて頂きます。皆さ

まお誘い合わせの上、多数のご参

加をお待ちしております。 

③国際奉仕委員会 

 水城 実委員長 

2月14日発のミャンマー保育園開園

式の参加者10名が決定いたしまし

た。山田会長、樫畑次年度会長はじ

め野村会員、堀井会員、坂東会員、

保田会員、大工会員、石橋会員、宮

本保志会員、水城の10人です。鯉の

ぼりとピアニカの寄付も募っていま

す。どうかよろしくお願い申し上げます。 

④国際交流委員会 

 毘舎利 薫委員長 

2020 年 3 月 13 日（金）～ 3 月 15 日

（日）に台湾の岡山RC創立55周年

記念の訪問が決定しております。さ

らなる親交を深めるべくできるだけ

多くのメンバーで訪問したいと考え

ています。 

ご多忙中とは存じますが、ぜひご参加いただきます様よろ

しくお願い致します。 

尚、航空券の確保、現地受け入れの段取り等の関係上、ご

参加頂ける方は1月28日までに事務局宛返信をお願い致

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１月分をお渡ししました。 

１月お誕生祝 

      

    ニコニコ箱 

 

本人誕生日・・・大工君 

入会記念日・・・野島君 

 

吉村君・・・昨日、和歌山県教育功労者知事感謝状受賞し 

       ました。 

栗本君・・・チャンさん例会へようこそ 令和2年の初出席で 

       すね。 

庵田君・・・1.17.KOBE 25年になりました。大災害に備えま 

       しょう。竹筒の後かたづけに行ってきます。 

藤林君・・・岡崎さんにプレゼントを頂きまして。 

三木君・・・年男インタビューよろしくお願いします。 

       赤井さんお手やわらかに・・・。 

前窪君・・・友36ページ地区大会の写真に写っていました。 

毘舎利君・・・岡山ロータリー55周年みんなで行きましょう。 

岩本君・・・出席ニコニコ。 

 

 

      計 ￥33,000 -  累計￥1,882,390 - 

1月お誕生の

大 工 博 史 会

員 に 山 田 会

長よりお祝の

記念品をお渡

ししました。 



 

 

２０１９－２０２０年度テーマ：「 参加してロータリー活勣を楽しもう 」 

〈大山典男会員〉 
12年前のインタビューのことは覚えていません・・・ 

文具の卸売り販売をしているのでいろんな文具に興味があ

りコレクションしています。 

趣味は世界の砂を集めること。新婚旅行でニューカレドニ

アに行き、その白い砂が気に入っています。 

以来いろんな人が土産に砂を持ってきてくれます。 

店の塗装にも凝っていて和歌山市内でも目立つビルで

す。 

是非ご来店ください。 

〈南方康治会員〉 
世界一統の名前は大隈重信の命名。お酒は一生飲んで

いきたいです。 

好きなお酒は自分の蔵の酒です。そう思わないと開発の社

員に良い酒を造れと言えないです。旅行が趣味です。ほか

の土地に行った時には少々高くとも現地の地酒を味わい、

比べてみます。 

ロータリー歴31年になります。早く息子に社長を譲りたいで

す。 

〈三木菊夫会員〉 
司法書士業を営んでいます。困ったとき、いろいろな相談

に乗れるように努力しています。 

昼寝が趣味です。昼寝しているときに電話で起こされると

不機嫌になることも。 

健康ですが、親知らずの歯を抜いていらい下唇がしびれ

ていてそれが気になっています。しゃべりにくいので早くし

びれがなくなって欲しいです。 

〈樫畑国俊会員〉 
三木会員と同じ年、生まれた日も２週間ほどの違いです。 

趣味はウォーキング、１０キロや２０キロ歩きます。４０代後半

に和歌山市と橋本市を往復する１００キロハイキングがあり

挑戦したことがあります。 

お酒もたしなみます。日本酒はもちろんですがワインも好き

です。外では飲んでもあまり乱れませんよ。 

今年は和歌山南ロータリーが創立６０周年になります。７月

から会長に就任予定です。 

井口委員長の力を借りながら皆さんとともに素晴らしい６０

周年記念事業に取り組みたいです。 

年男の方々へのインタビュー 

今 年 も イ ン タ

ビューには、和歌

山放送の赤井ゆ

かり様にお越し頂

きました。 



 

 

２０１９－２０２０年度テーマ：「 参加してロータリー活勣を楽しもう 」 

親睦活動委員会メンバー 第４回市内会長幹事会及び新年懇親会 

令和2年1月18日（土）18:30～あおい茶寮にて第4回
市内会長幹事会及び新年懇親会が開催されました。

（ホスト：和歌山東南RC） 

当クラブからは、山田 守会長、上西豊基副会長が参

加致しました。 


