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  ２０２０年３月 ６日（金） No.２７９９ 

 第２８５５回 例会 

 ○ ソング「君が代」・「奉仕の理想」 

 〇 卓話「美術鑑賞のすすめ」 

    和歌山県立近代美術館 

     教育普及課長 

           奥村 泰彦 様 
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事務所 〒640-8215 和歌山市橋丁23 

          Ｎ-4ビル 2Ｆ 
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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  ２０２０年２月２８日（金） 

出席報告    会員８１名（出席規定適用免除会員１０名） 

          出席５４名  ホームクラブ出席者66．67％ 

会長報告 

ガバナー     中野 均 

本日のプログラム 

  
 

 ２０２０年３月１３日（金） 

 ○ ソング四つのテスト」 

 〇 卓話「ミャンマー支援事業報告」 

        山田 守 会長 

皆様こんにちは。 

本日は第三回のＩＤＭの発表と

なっています。 

小野Ｒ情報委員長、よろしくお

願いいたします。 

昨日次年度、樫畑年度のキック

オフ会議を行いました。 

活動方針案、予算案の発表、

60周年記念事業案、と早く手堅

い準備に「さすが」と思いました。 

樫畑次年度会長、水城幹事、戸井ＳＡＡ委員長はじめ、理

事役員の皆様頑張ってください。 

先日のミャンマ－幼稚園建設の式典参加して帰国したの

が2月18日で、皆にコロナウイルスの潜伏期間があると脅さ

れましたが今日で10日経ち、参加者全員、全くその気配が

ないことをご報告します。むしろ栄養価の高い食事と、新鮮

な空気をいっぱい吸い、むしろ免疫力がＵＰしたと自負し

ています。 

尚3月16日（金）台湾岡山ＲＣ周年式典訪問が中止となっ

たので、山田が例会でミャンマ－保育園調印式の報告会

のプレゼンを致します。 

今日こそポジティブなお話をしようかと思っていましたが、

ニュ－スのトップは、コロナウイルスが主流なのでそのお話

をします。 

さて昨日安倍首相は、首相官邸で異例の発表がありまし

た。コロナウイルスの感染拡大を防止するため全国すべて

の小中高校や特別支援学校を週明け月曜日の３月２日か

ら休校とするよう要請すると表明しました。期間は「春休み

まで」としました。首相は感染拡大を防ぐためこれから１，２

週間が急速な拡大に進むか，収束できるかの瀬戸際」とみ

て、「今後１、２週間が正念場」としており、感染症対策のた

めの全校休校という措置に踏み切りました。 

そのことについては賛否両論があるようですが、それは仕

方がないことではないでしょうか。 

そして、不特定多数の方が集まるような全国的なイベントに

ついては，大規模な感染リスクがあることを勘案し、今後２

週間以内に予定されているものについて、中止，延期又は

規模縮小等の対応が求められます。 

知って得するマメ知識 

新型コロナウイルスに感染しない対策 

まずは、石けんやアルコール消毒液などによる手洗いを

行ってください。 

咳などの症状がある方は、咳エチケットを行ってください。 

また、持病がある方などは、公共交通機関や人混みの多

い場所を避けるなど、より一層注意してください。  

（1）ドアノブや電車のつり革など様々なものに触れることに

より、自分の手にもウイルスが付着している可能性あり、外

出先からの帰宅時や調理の前後、食事前などこまめに手

を洗うこと。 

（２）普段から、十分な睡眠とバランスのよい食事を心がけ、

免疫力を高めておきましょう。 

（３）空気が乾燥すると、のどの粘膜の防御機能が低下しま

す。乾燥しやすい室内では加湿器などを使って、適切な

湿度（50～60％）を保ちましょう。 

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 」 

幹事報告 

ニコニコ掲示板に当クラブ3

月度のプログラム、近隣ＲＣの

例会変更並びに休会等の案内

を掲示しております。また、大桑

会員よりハワイ・ワイキキロータ

リークラブでメーキャップされた

とのメールが届いておりますの

で写真を添付し掲示しておりま

すのでご覧下さい。 

樫畑会員より今、大変貴重なマスクをいただきましたの

でご入り用の方はお持ち帰り下さい。 本日は以上です。 

委員会報告 

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２月分をお渡ししました。 

第３回 I.D.M. 発表 

テーマ 
１．60周年記念誌の発刊内容の見直し、在籍メン 

  バーを知る為の資料 

  過去の記念誌との比較検討を斬新な意見でお 

  願いします 

２．今年の抱負 

  （かなえたい私の夢・ちょつとイイ事・失敗から 

   学んだ事) 

３．その他 

進行は、小野正克R情報委員長 

国際奉仕委員会 

水城 実委員長 

 ミャンマー保育園寄贈プロ

ジェクトが無事に遂行できまし

た。参加頂いた１０名の会員の

皆様、本当にありがとうございま

した。ヤンゴンセントラルRCとも

交流できました。これからもいろ

んな形で交流を図っていきたい

と思います。 １班 
日時：2月7日（金）18：30～ 

場所：センプレコンテ中島店 

リーダー：窪田、当番：岩本 

委員：井口（廣）、樫畑、西村、 

    前田、植田 

メイキャップ：坂東利仁 

1 .60周年事業記念誌につい

て 

①以前事務所跡地(経済セン

ター)にて全員で記念写真を撮って載せる 

②同好会がたくさん出来ているので、その紹介と其々の会 

 からコメントを貰う(会員の写真も添えて) 

③テーマを決めてその質問について其々コメントを載せる 

④アナログ(冊子)と同時にHPにデジタルで掲載、将来はデ 

 ジタルデーターとして残していく 

⑤紹介者(推薦者)のコメントも載せる→これは会員が紹介 

 者(推薦者)にお願いする 

以上参加者からのアイデアです。 

その後は美味しいイタリアンとワインで更なる親睦が計られ

ました。初めて食べたスカンピは最初フォークとナイフで悪

戦苦闘していましたが、経営者の西村さんから箸で食べる

と簡単だと教えてもらいました。美味しい料理とワインセン

プレコンテは最高でした。 

西村さんありがとうございます。 



 

 

２０１９－２０２０年度テーマ：「 参加してロータリー活勣を楽しもう 」 

2班 
日時：2月6日（木）18：30～ 

場所：蘭香園（ダイワロイネット 

    ホテル和歌山３F） 

リーダー：橋本忠美 

当   番：上西 

委   員：生駒、北畑、柘植、 

     前畑、湯山 

メイキャップ：大工 

 

テーマ１； 

これまでの11回の記念誌の目次を橋本リーダーがコピーさ

れたものを皆で拝見しましたが、ザッと目を通したところ発

刊内容は、近々の５年間の活動報告の追加を始め毎回ほ

ぼ同じような項目が挙げられており、特に代わり映えのする

ものは過去にありませんでした。会員が興味を持って開く

のは当クラブの創立時の経緯を綴ったページや写真が掲

載されたページぐらいでしょう。当クラブの沿革が正確に把

握できる記録が主たる目的でいいのではないでしょうか。

株式会社和歌山放送に「周年記念誌の内容は偉大なるマ

ンネリでよい」という申し送りがあるとのことです。当クラブも

その格言（？）を拝借しましょう。 

次に、会員の入退会記録がメンバーの在籍状況を知るの

に最も有意義な資料と思います。 

テーマ２： 

当クラブ内でサックスのカルテットを編成し演奏したい、自

分の名前をメンバー全員に覚えてもらいたい、物忘れしな

いようになりたい、ゴルフで100を切りたい、ニヤピンとドラコ

ンを全部取りたいなど種々希望が出ましたが、ロータリー情

報委員会が求めていた解答になっているでしょうか。 

3班 
日時：2月5日（水）19：00～ 

場所：丸長インター店 

リーダー：大山、当番：山田守 

委員：木村、楠部、毘舎利、 

    保田 

議題1. 

50周年、55周年の時は、ほとん

どの予算を和歌山城関係に投

資した。 

ミニホ－ス購入、手すり、トイレの修繕等にかけました。和歌

山城は和歌山の観光スポットNO1であるがゆえ、全ての設

置で国の許認可が必要であった。 

今回の60周年記念事業は、和歌山浦祭り、紀ノ國音楽祭、

菅田利佳氏の講演を中心に行う予定であることの報告をし

た。 

最近我がクラブの広報設置物が少ない。原因は以前時計

を設置したら、その後メンテナンス、修繕費の催促等があ

り、その結果造形物の設置は、悪魔のような扱いになり、敬

遠するようになってしまった。 

その結果、和歌山市内に我が和歌山南RCの広報物が無く

なってしまい、地域住民への広報不足となっていることが現

状である。 

そこで4月オ－プンの和歌山市駅に広報投資したら、という

意見が多くでました。 

南海電車の社長は「遠北さん 玉津島神社の宮司の息子」

和歌山の方です。 

そしてリニューアルオープンの和歌山市駅前のファースト

ビル入居の岩本薬局、岩井心療内科に看板、モニュメント

を掲げたらどうか、そしてオ－ナ－の樽井さんに協力を仰

ぎ、紀州徳川吉宗像のモニュメント、400～500万円を設置

したらどうか。 

最近の観光スポット友が島「天空の城」に混血猿が多くなっ

ているので、サルの駆除をしたらどうか。 

 

議題2.今年の抱負 

以前は120人の会員の在籍があったので、会員全員が全

力で新規会員を増員し、120人の会員数に戻す必要があ

る。 

軽い脳梗塞になり、今は、120もたたくので、マイゴルフを、

80台に戻した。 

昔は、当クラブでＮＯ1の豪酒であったが今は弱くなった。 

若い会員は、もっと酒を飲み強くなり、そして活発な意見を

言う必要がある。 

転勤族で人事異動が２～3年であるので和歌山で釣りをし

たり、全力で楽しみたい。 

幹事を経験してうれしかった。幹事だと何回でも受けたい。 

しかし会長は、やりたくない。理由として会長は、任期終了

したら何もしないのに、ショックを受けた。 

その他 

4班 
日時：2月6日（木）18：30～ 

場所：海鮮問屋丸長ｲﾝﾀｰ店 

リーダー：庵田、当番：柴田 

委員：栗本、越部、水城 

メイキャップ：中村 

 

テーマ1． 

過去の50周年・55周年記念誌

を見ても構成もよく似ており、

記念誌としては良く出来ている様に思われる。 

斬新な意見と言うよりも60周年の会長、実行委員長、各部

会長の元、お決め頂くのが良いと思われる。 

会長の指針で行動し、60周年に相応しい記念誌が出来れ

ばと思います。 

 

テーマ2.  

・60周年幹事としてメンバーの平均年齢を下げたい。 

 若いメンバーをもっと増やす。 

・インターアクトを復活して欲しい。 

・米山奨学を１年間頑張っているが、米山奨学の担当者と

して、米山奨学生の中にうまく担当者が入れるか、南ロータ

リーのメンバーに理解してもらうのが難しい問題である。 

  米山奨学金は今後とも必要である。 

・和歌山RCとして、女性メンバーをもっと増やしたい 



 

 

２０１９－２０２０年度テーマ：「 参加してロータリー活勣を楽しもう 」 

5班 
日時：2月12日（水）18：30～ 

場所：海鮮問屋丸長 

    インター店 

リーダー：南方、当番：角谷 

委員：雑賀、坂東利明、藤林、 

    宮本（憲） 

メイキャップ：岩井 

 

テーマ1：60周年記念誌の発刊の見直し等 

①5年ごとの周年事業の様子を入れて、どのような事業をし 

 たかを各会員に認識してもらう。 

②各年度の会員数の推移を表にして表す。 

③会員増強において転勤者を除く入会推薦者の上位の会 

 員を表彰し、感謝状を贈る。 

 

テーマ2：今年の抱負 

①岩井会員：阪神タイガースの優勝。 

②雑賀会員：ゴルフ同好会のマンスリーで優勝する。 

③藤林会員；次年度クラブ社会奉仕委員長を頑張る。 

④坂東会員：出席率を高める。 

⑤宮本会員：オリンピックの警備を無事に乗り越える。今年 

 中に和歌山アルソックを日本一の業績にする。 

⑥角谷会員：次年度地区職業奉仕委員長、地区社会奉仕 

 委員の大役を無事に終えること。 

6班 
日時：2月10日（月）18：30～ 

場所：ステーキ割烹富士 

リーダー：村上、当番：成瀬 

委員：大林、岡崎、瀧本、 

   中村、藤田、堀井、 

   宮本（保） 

メイキャップ：山田(昭)、戸井、 

        林（芳）、豊田、 

        吉村、田村 

 

議題１、６０周年記念誌の発刊内容見直し等 

・５年毎と別に６０周年記念の別冊を作ったら５年間をさか 

 のぼって見れるので良いのでは 

・周年の会長及び記念誌の委員長のご意見を載せれば 

・写真を見て感慨深いから多くの写真を載せてほしい 

・会員紹介の原稿集めは大変だが、歴史がが解り面白い。 

 又想い出を多く見させて頂いた。 

・５年間の過去もわかり全体が見えるものにしてほしい 

・今までどうりでいいのでは 

・還暦だから表紙は赤色にしてほしい 

・内々の情報が解る記念誌であれば良いのでは 

・チャーターメンバのコーナーを作り山中会員に投稿しても     

 らえば 

・これからどうするのか、事業方針を提示できる未来志向を 

 発表できれば 

議題２、今年の抱負等 

瀧本会員 １９９１年入会し３０年になる。そして今年喜寿を 

       むかえ仕事やロータリーに区切りをつけたい。 

       念願のゴルフで優勝もできた。 

堀井会員 無職になった会員は私だけ。旅行で６８国行っ 

       たが、近いうちに８０か国にしたい。これからの 

       会長・幹事には私にお役を与えないように目標 

       は全世界２００ヶ国を巡りたい。 

中村会員 無理といっていた会長を受けてしまった。自分 

       なりに出来る事をしたい。素晴らしい幹事に受 

       けてもらったので安心。 

大林会員 毎日同じことを続けている。ルーティンの世界 

       から脱却したい。社会奉仕事業は儲けても、損 

       をしてもダメ。これからの終活にむけ世界をみた 

       い。６０周年記念式典にはカラオケ同好会を 

       使ってほしい。 

山田会員 ロータリーに入り大変楽しい。元気がでる。主人 

       が望んでいるのは孫を育てること。やって見た 

       い事は、奉仕の活動があれば頑張りたい。 

宮本会員 多くのメンバーとまだ話が出来ていない。ロータ 

       リーの太鼓をミャンマーに届けたい。 

豊田会員 このクラブに入会出来てよかった。地区にも楽 

       しい方がいる。今年の目標は体重を落とす事。 

       お茶もやりたい。サックスを人前でできるよう。 

       又スキューバーも頑張る。仕事は整理をつけな 

       がら、頑張りたい。 

吉村会員 遅刻の常習だが皆温かく迎えてくれる。去年の 

      １１月より全歯会のお役を受け身体が続く限り頑 

      張りたい。時間が出来ればゴルフにも行きたい。 

戸井会員 今年ことはゴルフで８０を切りたい・優勝から遠 

       のいているので優勝したい。 

林会員  サックスは吹ける。セックスをあきらめサックスで 

       頑張る。世間をにぎわす不倫もしたい。 

岡崎会員 父がマジックをしていた。そのネタがあるので、 

       皆に見てもらえるようしたい。 

田村会員 ４月に母親の１００歳のお祝いをしたい。６月は 

       新病院の建設、４月に息子さんが帰るのでロー 

       タリーに入れてもらいたい。６月に内孫が出来 

       る。英会話とグルメでいいところがあれば教えて 

       ほしい。藤田会員にラスベガスにつれていって 

       ほしい。 

村上会員 家が変わり、ベット、机、衣類がワンルームに 

       入っている。人生の終活期に入った。会社も終 

       活期を考えている。ロータリーは仲良しクラブで 

       終わっている。楽しくなければロータリーでない。 

      楽しいだけではロータリーでない。組織に対して 

      自分に価値があるか考えたい・ 

藤田会員 ラスベガスで一度大きな勝負をしたい。今まで 

      人生、良すぎてニュージーランドでカジノをしっ 

      た。ルーレットの面白さを痛感した。 

堀井会員 １０月頃ロータリーでラスベガスツアー実行す 

       る。５泊７日で考える。６０周年を記念してカジノ 

       ツアーを行う。藤田リーダー、堀井幹事とする。 

       ホテルは藤田会員が多くを知っているので良い 

       ところを決めてもらう。 



 

 

２０１９－２０２０年度テーマ：「 参加してロータリー活勣を楽しもう 」 

7班 
日時：2月6日（木）18：30～ 

場所：木曽路 

リーダー：前嶋、当番：島村 

委員：小野、田中（祥）、田辺、 

   橋本忠通、林（勇）、前窪、 

   広瀬、井口（善） 

 

テーマ１  

 6０周年記念誌発刊について 

３０周年から５５周年まで６冊の過去の記念誌を回覧しなが

ら、意見を聞きました。 

・直近５年の出来事がわかるページ、また、年表的に南ＲＣ 

 の創立からの歴史がわかるヒストリーページもあればいい 

 と思う。 

・時代に合わせて？ペーパーレスでＣＤにするとかも考え 

 てもいいのではないか。 

・記念誌は、資料的要素の過去の振り返りと現状の確認の 

 意味があると思う。 

・従来通り、今在籍している会員の写真付きコメントは必要 

 ではないか。 

・特集的なもの、例えば会員へのインタビューとか、同好会 

 （ゴルフ・カラオケ等）特集、 

 卓話で印象に残ったもの、南ＲＣがサポートしてきた留学 

 生のその後なども面白いのではないか。 

・記念誌への予算等で、ページ数も限られてくるので記念 

 誌委員会に任せる。 

 

テーマ２ 

 今年の抱負 

 （かなえたい私の夢・ちょっとイイ事他） 

・今年は少しダイエットしようと思う。次年度理事になるので 

 ロータリーを勉強する。 

・仕事の目標とは別に、次年度ロータリーの親睦委員長と 

 して楽しく頑張ろうと思う。 

・ゴルフ同好会、橋本シニアにベスグロで勝つこと。 

・最近夜型になっているので改善し、健康管理をする。 

・入会間もない会員から、海外出張とかが多く多忙なので、 

 少しずつ仕事を息子に譲って行きたいと思う。 

・台湾岡山ＲＣとかミャンマー訪問も、仕事の都合でダﾒ 

 だったので次は行きたい。 

・ポリープを取ったこともあり、健康面にも気を付けたい。 

・今年67歳になるがもうちょっと遊びたい。年寄りの不良に 

 なりたい。 

・ゴルフで30台を並べて、80を切りたい。 

・ロータリーの諮問委員会で、先輩ＰＧから、ロータリーにプ 

 ライドが無くなったと言われたことが心配される。 

親睦活動委員会メンバー 

大桑祥嗣会員よりハワイでのメイキャップ写真が届きまし

た。   

2020-21 年度テーマ 



 

 

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・・・野島君 

奥様誕生日・・・瀧本君 

入会記念日・・・瀧本君 

 

岡崎君・・・樫畑次年度会長キックオフミィーティングお世話になり、ごちそうさまでした。楠部会員に写真をいただいて。 

栗本君・・・チャンさん例会へようこそ。楠部さんに写真をいただいて。 

越部君・・・山本さん、たくさんありがとうございました。楠部さん、写真をいつもありがとうございます。  

林（芳）君・・・樫畑次年度会長、上西次々次年度会長ごちそう様でした。昨夜はショックな事がありました。 

        楠部さんから写真を頂いて。 

前窪君・・・藤田SAAがんばって！！チャンおつかれさん！！ 

海堀君・・・カシハタ次年度会長ごちそうさまでした。 

中村君・・・楠部会員、写真をいつもありがとうございます。樫畑会員、水城会員お世話になりました。  

藤林君・・・楠部さんに写真を頂いて。車をぶつけたので厄払いニコニコです・・・ 

植田君・・・越部さんにチョコを頂いて。楠部さんに写真を頂いて。 

樫畑君・・・昨晩は次年度第一回理事役員予定者会議無事開催できました。 

      上西先生アフターでお世話になりありがとうございました。 

藤田君・・・SAAでガンバリます。 

岩本君・・・出席ニコニコです。  

野村君・・・ミャンマー無事にもどってきました。堀井さん写真ありがとうございました！ 

林（勇）君・・・昨日、大安吉日、建物の地鎮祭（起工式）を行いました。おめでとうございます。 

前嶋君・・・島村さん、本日はありがとうございます。 

岩井君・・・コシベさんにチョコレートをクスベさんに写真を頂いて。 

山田守君・・・楠部さん、堀井さんに写真を頂いて！ 

大工君・・・堀井さん、ミャンマーの写真ありがとうございます。 

宮本（保）君・・・堀井さんに写真を頂いてミャンマーではお世話になりました。 

瀧本君・・・楠部さん写真ありがとう。 

田中（祥）君・・・楠部さんに写真をいただいて。 

前田君・・・楠部さんに写真を頂いた。 

井口（廣）君・・・楠部さんに写真をいただきありがとうございます。 

坂東利仁君・・・楠部さん 写真いただいて。 

大林君・・・楠部さんに写真を頂いて。 

柴田君・・・楠部さんに写真をいただいて！ 

豊田君・・・楠部さん、堀井さんに写真を頂いて！いつも写真ありがとうございます。 

北畑君・・・楠部さんに写真をいただいて。 

大山君・・・くすべさんに写真頂いて。 

前畑君・・・楠部さん写真ありがとうございます。 

樫畑君・・・楠部さん、堀井さんに写真を頂いて。 

橋本忠通君・・・楠部さんに写真頂いて。 

堀井君・・・楠部さんに写真をいただいて。 

IDM残金・・・６班 

IDM残金・・・５班 

 

2月 

お誕生祝 


