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  ２０２０年６月 ５日（金） No.２８０１ 

 第２８５７回 例会 

 ○ ソング「君が代」・「奉仕の理想」 

 〇 卓話 和歌山大学の「そして ここから」 

        ー 和歌山大学の現状と将来ー 

    国立大学法人 和歌山大学 

       学長   伊東 千尋 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４月 ３日（金） 

出席報告    会員８１名（出席規定適用免除会員１０名） 

          出席４８名  ホームクラブ出席者５９．２６％ 

会長報告 

ガバナー     中野 均 

本日のプログラム 

  
 

 ２０２０年６月１２日（金） 

 ○ ソング「四つのテスト」 

 〇 卓話「１年を振り返って」 

         山田 守 会長 

皆様こんにちは。 

大変ご無沙汰しております。体

調は如何ですか。 

皆さん免疫性を高める努力をし

ましょう。 

本日の卓話は、角谷浩二会員

の「決議 23-34」です。 

ロータリーの誕生の歴史を熱い

思いで語って頂けると思いま

す。 

「不要不急の外出を控えるように」と毎日ニュースでアナウ

ンスをしています。 

今日メールで和歌山市内、県内の例会中止の連絡が多く

入ってきました。 

特に和歌山クラブが4月中止の連絡が入り、少し驚きまし

た。 

そんな中、今年のオリンピック、パラリンピックが来年の7月

23日開会と、延期になりました。 

私の聖火ランナ－として「和歌山県白浜を走る」も、来年に

持ち越され残念です。 

つい先日聖火リレートーチ代金を振込んだばかりでした。 

日本中、世界中がコロナウイルス一色になってしまいまし

た。 

テニスのウィンブルドン選手権（6月29日開幕予定）の中止

が4月1日に決まりました。 

1877年に第1回大会が行われ、2度の世界大戦以外で中

止に追い込まれたのは初めてです。 

今、日本中、世界中のイベントが中止となっています。 

また海外を見ると有名な著名人が感染し、そのコロナ予防

対策に目をみはる光景が多く伝わってきます。 

やはり最大の対策は、ワクチンの開発以外に手立ては無

いのでしょうか。 

ワクチンの開発は、年単位の月日がかかるといわれ、現在

急ピッチに開発研究され、臨床実験を経て早くても来年

早々と言われています。 

またコロナウイルスの影響で、大企業、中小零細企業の全

てが疲弊、世界経済が停滞してきました。 

それまでは、今の状態を繰り返さなければならないのでしょ

うか。 

早く収まって欲しいものです。 

本日の理事役員会で今後感染拡大の対策防止を鑑み、

例会の中止、続行の否かを話し合います。 

追って会員の皆様に連絡します。 

 

知って得する豆知識 

コロナウイルス感染症状 

（１）風邪の症状や37.5℃以上の発熱が４日以上続いてい

る。 

（２）強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある。 

（３）味覚、嗅覚が無くなる。 

注意喚起 

多くの人が密集し、換気が悪く、近距離での会話や発声が

行われるという３つの条件が同時に重なるような場を避ける

ようにしましょう。 

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 」 

卓 話 幹事報告 

①４月のロータリーレートは１ド

ル１０８円になります。 

②新旧のクラブ協議会を５月の

１４日に開催致します。 

詳細につきましては週明けに事

務局よりご案内させて頂きま

す。 

③現在も新型コロナウィルス感

染予防のため多くのＲＣが休会

の措置を取られています。また

国際ＲＣ日本事務局や米山奨学会またロータリーの友事

務局も在宅勤務（テレワーク）を実施するとの事です。ロー

タリーの友の5月号は休刊され５，６月合併号となるそうで

す。当クラブにおきましても本日の理事役員会におきまし

て再度休会の検討したいと思います。結果につきましては

連絡網等にてお知らせいたします。 

④４月１８日開催予定のＩＭ３組（ホスト和歌山東ＲＣ）イン

ターシティミーティングですが今のところ５月３０日に延期に

なりました。これも状況によりまして変わる可能性もございま

す。 

本日は以上です。 

     「決議23-３４」 

        角谷 浩二 会員 
〈クラブ職業奉仕副委員長／地区職業奉仕委員〉 

  この決議案は1923年のセントルイス国際年次大会にて

34号決議案として提出された議案であり、1923年の23とそ

の決議案が34号決議案であったため「決議23-34」と呼ば

れている。ロータリー全般にわたっての奉仕理念、奉仕哲

学が書かれており内容は６条からなり６条目には奉仕活動

の内容が７項にわたり書かれている。 

第一条：ロータリーにおける奉仕哲学 

    ロータリーは決して一枚岩の思想ではなく、古来より

いろいろの思想が混在する。しかし、お互いが反

発するのではなく、寛容の精神のもとお互いが学

びあわなくてはならない。 

第２条：クラブの役割 

    例会において会員全員で奉仕の理念を学ぶ 

第３条：国際ロータリーの役割 

    ガバナーはクラブに対して指導、監督しなければな

らないが、決してクラブに対してRIの決定事項を

強制することはできない。 

第４条：クラブの奉仕活動に関して 

    口先だけの奉仕理念ではなく、行動を伴わなくては

ならない。 

第５条：クラブと国際ロータリーとの関係に関して 

    クラブはRIに対して絶対的で完全な自主独立権を

持つ。RIはクラブに対して制約や禁止事項を設

けてはならない。 

第６条：クラブの社会奉仕活動について 

    （a）から（g）に分かれておりクラブの社会奉仕活動と

は何かが書かれている。特に（g）はロータリーの

「本質」が書かれており、ロータリアンは単に奉仕

活動をすればいいのではなく、奉仕活動をする

ことにより自己の「人間としての倫理の向上」を目

指す奉仕活動でなければならない。故にロータ

リーの本質とは「人づくり」である。 

長 寿 祝 

岩本 研会員が、今月古希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。 

田中祥博職業奉仕委員長よ

り卓話の角谷浩二会員の紹

介がありました。 



 

 

 

     

     ニコニコ箱 

 

 

本人誕生日・・・庵田君・井口（善）君・植田君・岩本君 

          楠部君・柘植君・前窪君・保田君 

                     宮本（憲）君 

 

奥様誕生日・・・北畑君・水城君 

 

事業所創立・・・大林君・樫畑君・楠部君・田中（祥）君 

                      柘植君・豊田君・毘舎利君・藤林君 

                      前田君・三木君・南方君・吉村君 

 

入会記念日・・・大工君・大山君・岡崎君 

 

田村君・・・令和2年3月28日母親の満100歳の誕生日を 

               祝いました。内祝。  

田村君・・・令和2年4月1日長男が病院 常勤医として働き 

                始めました。内祝。 

岩本君・・・長寿祝いお礼。喜寿までガンバリます。 

三木君・・・対コロナウィルス安全祈願。 

庵田君・・・誕生日に例会再会できてとてもハッピーです。 

北畑君・・・早くこのコロナがおさまりますように。 

越部君・・・楠部さん、お心遣い有難うございました。 

角谷君・・・今日は私の卓話です。よろしくお願いします。 

山田君・・・頑張ろう。コロナに打ち勝て！ 

大林君・・・カラオケ同好会4月例会中止します。 

山本君・・・山本会残金。 

 

 

      計 ￥208,654 -  累計￥2,497,944 - 

２０１９－２０２０年度テーマ：「 参加してロータリー活勣を楽しもう 」 

４月お誕生祝 

親睦活動委員会メンバー 



 

 

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 

 

ゴルフ同好会月例結果報告 

4月度 4月12日に行われ、優勝は瀧本会員 

5月度 5月24日に行われ、優勝は前窪会員 

その他詳細はホームページをご覧ください。 

 

今後の予定は下記のとおりです。 

６月１４日（日）和歌山カントリークラブ 

７月１９日（日）・８月９日（日）有田東急ゴルフクラブ 

 

尚、5月31日(日）有田東急ゴルフクラブで開催予定して

おりました和歌山市内9RC親睦ゴルフ大会は、新型コロ

ナウイルス感染拡大防止の為 中止となりました。 

参加でお返事頂きました皆様には申し訳ございませんが

ご理解の程どうぞ宜しくお願い致します。 

臨時理事役員会 

令和2年4月10日（金）12：00～ダイワロイネットホテル和歌

山にて臨時理事役員会が行われ、5月例会は、新型コロナ

ウイルス感染拡大防止の為 休会と決まりました。 

第2回次年度 理事役員会及び 

第8回創立記念準備委員会 

令和2年4月10日（金）12：30～ダイワロイネットホテル和歌

山にて第2回次年度 理事役員会及び第8回創立記念準備

委員会が開催されました。 


