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  ２０２０年６月１２日（金） No.２８０２ 

 第２８５８回 例会 

 ○ 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 

 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６月 ５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６月１９日（金） 

 ○ ソング「我等の生業」 

 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。 

新型コロナウイルス被害は、大

丈夫でしたか。 

本日大変嬉しいことがありま

す。長らく骨折治療をしていた

山中先生が例会に出席されて

います。 

これからも末永くお元気でロータリー活動をお楽しみくださ

い。 

本日の卓話は、和歌山大学学長伊藤千尋様 です。 

「和歌山大学の現状と将来」での演題をいただいておりま

す。後ほどよろしくお願いいたします。 

ところで現在の学生の授業実施状況、就活状況はいかが

ですか？ 

 さて毎日飽きるほどコロナウイルスのニュースが流れ、今

後生活面をはじめとする、あらゆる場面で「新型コロナウイ

ルス」と共存する宿命を余儀なくされ、新しい生活様式と

なっていきそうです。 

先日関西大学のアンケートで緊急事態宣言が5月25日に

全面解除された後も、「感染予防の意識調査」で80％以上

の人が3蜜「密閉、密集、密接」を避け、感染予防の徹底を

継続する傾向が明らかになりました。 

つまり終息は無く、薬の服用やワクチン接種により抗体を

つくり、インフルエンンザより質の悪いウイルス病と、位置づ

けているらしい。 

そのことにより3密の強弱があれど、今後日常的に意識し、

家庭環境、ビジネス環境、ビジネスの仕組み、移動手段、

余暇の在り方等、全てが一変し、時間が経つに従い、それ

が常態化し、その結果戦後人類があまり経験の無かった環

境スタイルに様変わりしそうです。 

先日理事役員会でズーム会議を実施しました。私は、最初

イメージがつかめず苦戦しましたが、2回目は、少し内容を

理解しスムーズとはいきませんが少しは慣れました。そして

岡山ＲＣとの創立55周年記念式典に当クラブとして参加が

できず、しかし毘舎利会員のお計らいで、リモートでお祝い

の挨拶を予定していましたが、少し誤作動があり急遽レン

ズ越しに笑顔で手を大きく振り周年のお祝いの意思を伝え

ました。 

また日曜日の朝のテレビ番組で、ニトリの似鳥会長は、「ベ

トナム、タイ等」に出張していたのが、ズーム会議に触れ、

こんな便利な手段で会議をできるなんて、目からうろこ、大

いにこのシステムを利用すると言い切っていました。 

スポーツ界では来年7月24日東京オリンピック開催にあたり

簡素化を検討、観客減、式典縮小等が議論されています

が、オリンピックの市場規模は、およそ30兆円といわれてい

ます、その減収をどこで補填するのか大きな悩みどころで

はないでしょうか。 

最後になりましたが、ラッキーなことに、和歌山県は一時最

大63名の感染者がありましたが、6月3日全国に先駆けてコ

ロナ感染者が0となりました。非常に喜ばしいことです。 

2月13日済生会有田病院で国内初とみられる院内感染が

広がる、などしましたが今月3日までに感染者の陰性が確

認され退院されました。 

仁坂知事は、「濃厚接触者を検査して、陽性、陰性確認」

「PCR検査をし、選別し、陽性者を隔離」 

今後も早期発見し隔離に力を入れる一方、第2波を警戒し



 

 

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 

なければならない、と会見していました。 

業種別にもよりますが、今まさに「ピンチをチャンスに変え

る」スタートラインです。 

ロータリアンは全員が主催者です。お互いの絆を深め情報

交換し、新しい発想をもって未来に向かって頑張りましょ

う。 

知って得する豆知識 

（１）様々な給付金支給の勉強をしましょう。 

（２）体調を維持する運動を心掛けましょう。 

（３）ロ-タリー会員の絆を深め情報交換し知識を広めましょ

う。 

以上をもって会長報告とさせていただきます。 

北畑幹事が病気療養中のため

副幹事の水城が報告させてい

ただきます。 

５月２８日に地区から豊田副代

表幹事、木綿ガバナー補佐に

ご臨席いただきクラブ協議会を

開催いたしました。ガバナーの

公式訪問は７月１７日の例会を

予定しています。 

毎年恒例の７月の紀の川一斉

清掃はコロナ感染防止により中止となりました。 

ニコニコ箱の献金は、会で定められている記念日等につい

ては従来通りの献金をよろしくお願いいたします。 

６月中の例会はすでにご案内の通りですが、第二週は山

田会長によるミャンマー事業報告、 

第三週は山田会長の会長卓話、そして第四週は最終夜間

例会（家族の参加なしで）となっています。 

本日は第一例会のため例会終了後に理事役員会を開催

いたします。 

親睦活動委員会 

 岩井雅之委員長 

 

６月26日(金)18時30分より、ダイ

ワロイネットホテル4階宴会場に

て、最終夜間例会を開催させて

頂きます。 

今回は時制を鑑み会員のみと

なりますが、ミニゲーム大会の優勝チーム全員に農林中金

セレクトの旬の桃をご用意致しております。 

山田年度のフィナーレを飾る最終夜間例会に多数のご参

加をお待ちしております。 

連続出席表彰 

山中 静会員５９年  

委員会報告 

庵田正二会員１８年  

越部早絵会員 １年  



 

 

 

     

     ニコニコ箱 

 

本人誕生日・・・雑賀君・田中（祥）君・堀井君・湯山君 

奥様誕生日・・・庵田君・井口（善）君・大工君・大林君・ 

         北芝君・嶋谷君・田中（祥）君・林（芳）君・ 

         毘舎利君・堀井君・村上君・吉村君 

事業所創立・・・有田君・庵田君・今西君・大桑君・大山君・ 

          北芝君・栗本君・戸井君・中村君・野村君・ 

          前嶋君・広瀬君 

入会記念日・・・有田君・大桑君・嶋谷君・橋本忠美君・ 

          山中君・山本君 

皆出席表彰・・・庵田君・山中君 

 

山中君・・・快気祝 

前窪君・・・山中先生のお顔を拝顔して。 

       ５月ゴルフ同好会優勝させて頂いて！！ 

三木君・・・祝：例会再開、皆様お久しぶりです！ 

吉村君・・・カラオケ同好会再開しました。 

橋本忠美君・・・コロナのせいではありませんが体も心も 

          ボロボロです。 

山田（昭）君・・・久し振りにメンバーにお会いできて。 

藤林君・・・性別はまだ分かりませんが１０月に家族がふえ 

       ます。 

林（芳）君・・・橋本先生、小野さん ごちそう様でした。 

山田守君・・・お元気ですか。伊東 和歌山大学 学長をお迎 

        えして！ 

田中（祥）君・・・和歌山大学の伊東学長を卓話におむかえ 

          し。 

大林君・・・山中先生のお顔を拝顔して。 

 

 

 

      計 ￥239,000 -  累計￥2,736,944 - 

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 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 

 
1949年5月に学芸学部（今の教育学部）と経済学部の２学

部体制で創立された和歌山大学は、栄谷キャンパスへの

移転、システム工学部、観光学部の設置を経て、現在、４

学部と4つの大学院研究科を有し、学部と大学院を合わせ

て約4,500名の学生が学ぶ大学へと発展した。大きく変化

する現代社会では、これまでに確立してきた学域、学理あ

るいは業種が複雑に絡み合い、新しい分野を作り始めてい

る。このような分野では、特定分野の専門力だけでなく、周

辺の領域を俯瞰できる能力が重要視される。このような変

化と少子高齢化などから2040年にあるべき社会を展望し、

これからの社会を担う人材を育成するプランとして「和歌山

大学グランドデザイン2040」を策定した。その中核には、学

内外の教育資源を活用した多面的な教育を実施するオー

プンエデュケーションを置き、教育改革を進めている。この

プランでは、社会人の学び直し（リカレント教育）を重要な

活動として位置付け、令和元年度から講座を開始した。地

域貢献では、令和２年4月から紀伊半島価値共創基幹を設

置し、新しい価値を共に創ることを目指して、地域のプレー

ヤーと大学の研究者がともに地域課題を研究し、解決する

活動を開始した。また、学生の主体的な学びの観点から、

アントレプレナーシップ教育に取り組み、１昨年、昨年度と

ビジネスプランコンテストで入賞する学生が出るなど着実に

成果を上げている。 

田中祥博会員より本日のゲス

ト伊東千尋様のご紹介があり

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 」 

６月お誕生祝 

 カラオケ同好会  2020・6・2 

 第133回例会 

☆次回開催日 

 7月7日（火） 


