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  ２０２０年２月 ７日（金） No.２７９５ 

 第２８５１回 例会 

 ○ ソング「君が代」・「奉仕の理想」 

 〇 卓話「 取材の中からの一話 」 

            木村 哲人 会員 

 〇 卓話「和歌山南RCの皆様へ。湯山です。」 

            湯山 弘二 会員 

 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３１日（金） 

出席報告    会員８１名（出席規定適用免除会員１０名） 

          出席５９名  ホームクラブ出席者７２．８４％ 

会長報告 

ガバナー     中野 均 

本日のプログラム 

  
 

 ２０２０年２月１４日（金） 

 ○ ソング「四つのテスト」 

 〇 卓話 

    「ロータリーの友にみる職業奉仕のトレンド」 

            田中 章慈 会員 

皆様こんにちは。 

本日は、新入会員卓話として植

田好紀会員、宮本憲吾会員、

後程、よろしくお願いいたしま

す。 

さて新型コロナウイルス肺炎が

蔓延しているさなか、今日早朝

にスイスの本部WHOが「国際緊

急事態」を宣言しました。 

国際緊急事態の国際健康規則

は、疾病の国際的拡大により、他国に公衆の保険上の危

機をもたらすと認められる事態。緊急に国際的対策の調整

が必要な事態。 

28日に新型コロナウイルスの感染が確認された奈良県の

バス運転手と同じバスに乗っていたガイドの女性も感染し

ていたことが分かりました。 

中国湖北省武漢市を中心に新型コロナウイルスによる肺炎

患者が拡大している問題で、現地滞在の邦人206人が29

日、日本政府のチャーター機で帰国した。帰国した第1便

の206人のうち3人の感染を確認、二人は無症状であった。 

第２便となるチャーター機を中国・武漢に派遣。210人が帰

国、26人が発熱などの症状があった。第3便は昨日午後10

時に羽田空港を出発した。 

そして新たに三重県の50歳の外国人男性、京都府の中国

人留学生、中国から東京を訪れていた「ツア－コンダク

タ－」の30歳代の女性、の3人の感染が確認された。 

日本国以内での感染者は、14人となった。 

新型ウイルスによる感染者数は、中国7804人で死者が170

人となっています。 

日本、タイ14人、香港、シンガポ－ル10人、台湾9人、オ－

ストラリア8人、マカオ7人、韓国6人、米国5人 他15か国と

なっています。 

第1便での帰国者の2人が「検査を拒否」した。 

これは、人権保護の立場や、自治体自身、中国武官から

の団体旅行履歴の公表は風評被害が予想されるため、公

表は難しいのではないか。 

自己防衛策として、マスクの着用、手洗い、人込みは避け

る等を徹底したいと思います。 

来月はミャンマ－の調印式で、再来月は台湾岡山RCの周

年事業です。 

早く終息してほしいものです。 

1月18日（土）にあおい茶寮にて、第４回和歌山市内9RC会

長幹事会（賀詞会）を開催しました。  

当クラブから私山田と上西副会長が出席、議題は下記のと

うりです。 

1）和歌山西ＲＣ「創立45周年記念式典」が5月28日(木) 記

念ゴルフコンペ、17:00～『ラヴィーナ和歌山』で記念

式典開催します。 

2）和歌山市内９RC親睦ゴルフ大会について、和歌山南

RC（ホストRC）より、5月31日(日) 開催 

の連絡、詳細は後日連絡する旨を報告しました。 

3）インターシティミーティング案内として、ホストクラブである



 

 

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 

和歌山東RC「社会奉仕の分野に 

おける地域社会が求める新たなニ－ズ」で 4月18日

(土) 13:30—16:00、ダイワロイネットホテ 

ル和歌山4階で開催します。 

ちょっと知って得する豆知識 

うなぎの「並」と「特上」の違いは、うなぎの量が多いか少な

いかの違いだけで、品質は全く変わら 

ない。 

以上をもって会長報告とさせていただきます。 

①ロータリー情報委員会より第３回ＩＤ

Ｍの案内がありました。日程は２月３

日（月）から２２日（土）までの間に開

催して下さい。発表は２月２８日の例

会となっております。当番に当たった

メンバーにはご苦労様ですが日程場

所をリーダーと決めていただき決まり

ま次第事務局へご報告をお願い致し

ます。メンバー表には都度日程場所を記入して行きますの

でメーキャップの参考にして下さい。特にテーマ①の６０周

年記念誌につきましては小野委員長より活発な議論をして

いただき斬新な意見をお願いしますとのことです。 

②当クラブの2月のプログラムと近隣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。 

③米山記念奨学会より確定申告用の領収書が届いており

ます。ラックに入れておりますので忘れずにお持ち帰り下さ

い。同じく米山奨学会より留学生に対しまして新型コロナ

ウィルスの注意喚起がきております。林委員長、栗本カウン

セラーそしてチャンさん本人にもメール送信がされていると

思いますが再度ご確認のほどお願い致します。 

④地区よりローターアクトの献血事業の案内が届いていま

す。2月23日（日）、地区内四カ所で開催されます。当クラ

ブの近隣ではメッサオークワガーデンパークにて午前10時

より午後4時まで行われます。また地区より、ホノルル国際

大会での地区ナイトの一次募集の案内が届いております

のでご案内いたします。詳しい内容をお知りになりたい方

は地区よりのメールをお送りさせて頂きますので北畑まで

お声がけ下さい。 

⑤クマヒラ様より「抜萃のつづり その七十九」をいただいて

おります。ラックへ入れておりますのでお持ち帰り下さい。 

最後に本日事務局が１時から２時の予定で停電します。あ

くまで予定ですのでメールやＦＡＸをされる方はご注意下さ

い。 本日は以上です。 

国際交流委員会 

 前畑泰洋委員 

3月13日～15日の岡山ロータリークラ

ブ訪問ですが、1月28日に締め切り致

しましたところ21名の参加申込みを頂

きました。有難うございます。参加の皆

様には海外旅行お伺い書を送付しております。2月6日まで

にご記入、ご提出をお願いいたします。 

開催日時 基本 第１火曜日 

        ＰＭ ７：００ 

開催場所 キャッツアイ 

    ＴＥＬ ０７３ ４３２ ５９９９ 

会費   当日 ￥３，０００― 

メンバー 和歌山南ＲＣ会員 

       並びにその関係者 

     皆様 お誘い合わせ ご参加  

     よろしくお願い申し上げます。 

  同好会 ＰＲ 第1段 
 

   カラオケ同好会 
 

     大林 久夫 幹事 

        

     ニコニコ箱 

 

入会記念日・・・成瀬君・前畑君 

庵田君・・・那智大社へ参拝して来ました。 

       大変うれしい事がありました。 

樫畑君・・・数年振りのゴルフ同好会 再入会で優勝してしま 

       いゴメンなさい。橋本先生・井口先生・大山さん 

       一緒のラウンド楽しかったです。 

植田君・・・卓話担当させて頂きます。 

       よろしくお願いします。 

橋本忠美君・・・体重が増えて嬉しいのは人生初の経験で 

          す。 

中村君・・・湯山さん広瀬さんの新入会員歓迎会にご利用 

       いただきありがとうございました！♪ 

湯山君・・・先週は歓迎会どうもありがとうございました。 

       これからもよろしくお願いいたします。 

前窪君・・・山田さんSAAガンバッテ！！  

岩本君・・・出席ニコニコです。 

岩橋君・・・楠部様に写真を頂いて。 

柴田君・・・例会の欠席が続きました。 

       楠部さんに写真をいただいて！ 

大山君・・・早退おわび。 

親睦活動委員会・・・1／25木村屋さんにて新入会員歓迎 

        会に多数ご参加頂きありがとうございました。 

 

 

      計 ￥34,000 -  累計￥1,942,890 - 



 

 

２０１９－２０２０年度テーマ：「 参加してロータリー活勣を楽しもう 」 

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 
 

令和２年４月１日より民法が改正されます。 

約１２０年ぶりの改正なのでトラブルが予測されています。 

私たち宅建協会では４年前よりどう言ったトラブルが出るの

か検証していますが、実務になると様々な状況が有ると思

いますので予測できない状況もおこると思います。不動産

取引をされる可能性がある方は、信頼の有る業者に依頼し

てください。 

不動産業者は日本全国に約１２万社有りますがそのうち約

１０万社が宅建協会の会員です。 

豊富なネットワークと、定期的な研修も行い知識向上に努

めていますのでハトマークの宅建協会を宜しくお願いしま

す。 

 

日本銀行は事前に申し込めば本店の内部を見学すること

が出来ます。 

歴史の有る建物で１億円の紙幣レプリカなど触れることが

出来ます。 

近くには紙幣博物館も有りますので、興味のある方は行っ

てみてください。 

卓 話 

 「オリンピックと 

   ＡＬＳＯＫ」 
 

 宮本 憲吾 会員 

 
こんにちは。ＡＬＳＯＫの宮本です。 

今年の東京オリンピックにちなんで「オリンピックとＡＬＳＯ

Ｋ」と題して、当社とオリンピック関わりと、オリンピックの警

備事情についてお話させていただきます。 

ＡＬＳＯＫは、１９６４年の東京大会の組織委員会事務局次

長を務めた村井順により「日本の警備は日本人の手で！」

という強い信念の下、１９６５年に設立されました。そのた

め、オリンピックに対して非常に強い思い入れがあり、過去

の大会において数々の警備業務を実施するとともに、オリ

ンピアン輩出にも積極的に取り組み、これまでに２８名を輩

出、塚田真希選手や吉田沙保里選手、伊調馨選手らの活

躍により金メダル７個、銀メダル５個を獲得しております。 

東京２０２０大会においてはスポンサーに就任し、大会を成

功に導くための様々な課題解決に努力する、まさに決意表

明をしました。 

では、東京大会における警備の課題とは何か、大きく二つ

あり、一つ目は警備員の人員確保です。２０１２年ロンドン

大会では世界最大の警備会社が準備不足により警備人員

の確保に失敗しました。もう一つは警備の品質の確保で、

２０１６年リオ大会では、民間警備員の品質が極めて低く、

軍や警察が大量に投入される事態となりました。 

これらの失敗を繰り返さぬよう、またこれに加えて「おもてな

し」のホスピタリティ溢れるソフトな応対も警備員に求められ

ており、ＡＬＳＯＫとセコムが中心となり、全国の警備会社が

昨年の流行語大賞のごとく「ＯＮＥ ＴＥＡＭ」、オールジャ

パン体制で本番の警備に臨むことが必要となります。 

ＡＬＳＯＫは、新システムの投入やオリンピックに特化した教

育プログラムによる警備員の育成に力を入れており、大会

本番に向け万全の準備を整えております。 

今後もチャレンジを続けるＡＬＳＯＫをよろしくお願いいたし

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 」 

親睦活動委員会メンバー 
 カラオケ同好会 

 2020・2・4 

 第１３１回例会 

☆次回開催日 ３月３日（火） 

  ゴルフ同好会 

 

ゴルフ同好会、1月度月例、通算67９回が1月２６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、樫畑国俊会員でした。 
 

今後の開催予定は、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。 


