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  ２０２０年６月２６日（金） No.２８０４ 

 第２８６０回 例会 

 ○ ソング「 R-O-T-A-R-Y 」 

 〇 最終夜間例会 

    ダイワロイネットホテル和歌山 

             18：30～ 
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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１９日（金） 

出席報告    会員８１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７０．３７％ 

会長報告 

ガバナー     中野 均 

本日のプログラム 

  
 

 ２０２０年７月 ３日（金） 

 ○ ソング「君が代」・「奉仕の理想」 

 〇 初例会 

       会長・幹事・SAA 就任挨拶 

こんにちは 

いよいよ今日も含めて例会はあ

と残すところ2回となってしまい

ました。 

来週は最終夜間例会です。岩

井親睦委員長をはじめ委員の

皆様宜しくお願い致しますと、と

もに 

静かに盛り上がりの締めをいた

しましょう。 

私からのドッキリイグザムも用意しています。 

今年の夏のインターハイ、夏の甲子園高校野球（地方大

会は実施）、秋の国体は中止となりました。 

8月31日開会の全米オープンテニス大会も無観客で実施

します。 

今年のスポーツは、全て無観客試合になる様相です。 

明日6月19日(金)からプロ野球が開幕します。全てのス

ポーツの醍醐味は①選手②審判そして③観客です。 

その観客がなければ味気ない臨場感の足りないスポーツ

となってしまいそうです。 

さてなぜコロナウイルスワクチン開発に時間がかかるの

か？ 

ワクチン投与がその患者に対して、それがどれだけの有効

性安全性を試すための、臨床実験に時間がかかると聞い

ています。 

大阪府の吉村知事が、7月より大阪大学、大阪市立大学

の医学部と連携してワクチン開発に乗り出します。最初は

医療関係者に、年内には10万～20万が打てるようなスケ

ジュール感で始めていくらしい。 そしてワクチンができた

ら、コロナとの闘い方は大きく変わると思います。 

国民のだれもが期待しているところです。 

来年7月24日開催の東京オリンピック・パラリンピックの出場

選手、観戦者、関係者、ボランティア等が全員ワクチン接

種できる環境になれば通常のスポーツ祭典として元どおり

に戻ると思いますが？皆さんいかがでしょうか。 

最後に次年度から委員会に「戦略計画・危機管理委員会」

が新設されます。この委員会は、中長期的にロータリーの

有り方等を会員で検討するが、数字的な目標値は設定し

ない。「危機管理委員会」は、クラブ、地区を通じての青少

年留学生への担当する保護者、引率者他のセクシャルハ

ラスメントの防止抑止等です。尚このこの委員会は、クラブ

規模によって設置できないところもあります。 

知って得する豆知識 

梅雨の怠さ・倦怠感への対策 

梅雨時期の倦怠感に打ち勝つために日頃から気を付けた

いのが、「食事」「運動」「睡眠」です。 

食事 栄養価の高い食べ物をバランスよく摂りましょう 

運動 スポーツを楽しみまよう。 

睡眠 適度な睡眠をとりましょう。 

当たり前のように思えますが、しっかりとこの3本柱を普段か

らバランス良く守り生活習慣に取り入れておくのがベストで

す。  

以上もって会長報告とさせていただきます。 
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幹事報告 

委員会報告 

次年度雑誌・広報委員会 

林 勇伺委員長 

これまで、11年間に渡り月1回の

ペースで和歌山放送を利用して

「人間万歳」を放送してきました。 

どれくらいのメンバーが聴取されて

いるか放送頻度は現状でよいか？年間予算は妥当か？な

ど、アンケートをとることにしました。 

この結果を、十分吟味検討し、結果はどうだったのか、会

員に広く聴取されてきたかなど検討を重ね、次年度の事業

に活かせていきたいと考えています。 

満月会 

 毘舎利薫 会員 

 

見ての通りの満月会です。現在会

員10名と南ロータリーの10％以上

を占めております。簡単に会員拡

大という訳にはいきませんが、半

月、三日月、朧月、の方でもよろし

ければ入会をお待ちしております。満月の夜に集まってグ

ルメを堪能致しましょう！ 

フィッシング＆グルメ同好会 

 柴田 哲男 会員 

 

 本年度、フィッシング＆グルメ

会は一度も開催することが出来

ませんでした。山田会長の方か

らメンバーの方に魚の干物を送

らせて頂きました。Ｆ＆Ｇの会を

なんとか開催できるように山田

会長、メンバーの方々と相談し

年内４回以上のＦ＆Ｇを開催したいと思います。南ＲＣの

方々のＦ＆Ｇへの参加を宜しくお願いします。 

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６月分をお渡ししました。 

   満 月 会    F&G 同好会 

長い間お休みしてすみませんでし

た。その間、水城副幹事代役あり

がとうございました。 

さて、本日の幹事報告をさせてい

ただきます。2点ございます。一点

目は先週も水城副幹事よりアナウ

ンスして頂きましたが本年度の事

業活動報告の締め切りは２５日、

また次年度の活動方針・事業計

画の締め切りは２６日となっておりますので未提出の方は

早急にご提出のほどお願い致します。二点目は次週２６日

は本年度の最終夜間例会となっております。例年では家

族同伴例会ですが本年は新型コロナのため会員のみとさ

せていただきました。年度終盤になり休会や変更となり申し

訳ございません。時間は午後６時３０分となりますのでお間

違いのないようお願い致します。 本日は以上です。 
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卓 話 

 「１年を振り返って」 

 

  山田 守 会長 
 

 

改めまして皆さんこんにちは。 

恒例の会長の「1年間を振り返って」ということでお話をさせ

ていただきます。 

その前に1年間を通じてこの山田年度にご協力を頂きまし

た理事役員の皆様、会員の皆様ありがとうございました。感

謝申し上げます。 

さて前代未聞の出来事、戦後最大の災事、災難、このコロ

ナウイルスの繁殖、蔓延？が世界の経済を未曽有の地獄

へ「まさか・青天の霹靂」の出来事でした。 

それに伴い行事が多岐にわたり中止となりました。 

3月13日からコロナウイルス感染防止のため、例会中止が

始まりました。 

この頃から日本中での飲食店、クラブ、バー、カラオケ等、

や室内スポ－ツ場への入場自粛、イベントの中止が始まり

ました。 

そして例会中止には不安さも多くありましたが、会長報告

書の作成が無く、「小さい声で」少しは助かりました。 

例会の年間予定では、今年度例会数は46回でしたが、コ

ロナウイルス感染拡大防止の為 休会にした例会が9回、

年間予定では休会だった6月26日を最終例会となり、 プラ

スになった例会が1回という事で今年度の例会開催は38回

となります。 

主な中止行事は姉妹クラブ岡山RC訪問 第4回IDM、地区

行事では青少年・RYLA研修セミナー 財団補助金管理セ

ミナー、米山記念奨学生終了式及び歓送会 2020-21年

度 PETS 米山奨学生入学式・懇親会 カウンセラー・奨

学生オリエンテーション 2020-21年度 地区研修協議会、

RI行事では国際大会（ハワイ）。残念です。 

また定款変更は、出席のメイキャップ扱いが、例会出席日

前後14以内から6月の最終例会までに1年間を通じて必要

に応じた例会出席を行う。 

また総会で会計収支の中間報告を行うとなりました。 

せて本題の今年のテーマは、「4つのテスト楽しもう」でし

た。内容は、1.真実かどうか 2.みんなに公平か3.好意と友

情を深めるか4.みんなのためになるかどうか、で、それなり

に、解りやすい、をテーマに掲げスタートとしました。 

7月の第1例会で4つのテストを歌い、気持良く歌わせてい

ただきました。 

そして今日の締めで4つのテストを歌おうと思いましたが止

めることを決意しました。 

今年度ＲＩ会長マーク・ダニエル・マロニー会長曰く、ロータ

リーは家族との時間を大切に、奉仕活動と両立できることを

考え、そして2640地区の中野均ガバナーは、「参加して

ロータリー活動を楽しもう」と言われました。 

そして私自身、会長として、できるかぎり事業に参加しロー

タリーを楽しみたいと思い私なりに様々なことを伝えたつも

りです。 

そして私のこだわりとして、毎週会長報告時に旬の食べ

物、気象、知って得する豆知識、等をご披露させていただ

きました。 

台風一過の7月28日(日)に山田年度最初の親睦活動委員

会の事業として納涼家族会（花火大会鑑賞）を80名以上の

参加がありました。 

家族とご一緒に楽しんだ最初のイベントとしの好調なス

タ－トだったと思います。 

岩井親睦委員長はじめ委員の皆様ありがとうございまし

た。 

青少年交換プログラムでは、アメリカ滞在した星林高校２

年生の大瀬ゆゆさんがアメリカのミネソタ州に滞在し、7月

11日に帰国しました。アメリカのミネソタ州セント・ポール市

から来日した「サクラ」さんが7月20日に帰国しました。 

特に期間中、短期間で「さくら」に黒帯を取得までご指導い

ただいた畠中会員の功績に敬意を表したいと思います。あ

りがとうございました。 

7月6日に来日したＪＩＮＸ（オランダ）-丸山さんをはじめ、Ｍ

ＡＲＡ（ドイツ）-松林さん、ＬＩＬＩ（イギリス）-林さんの6名が

交換しました。 

過去最高の人数での、交換留学生の手配、交換在住のご

家族へのご配慮、関西空港への歓送迎等、林勇伺青少年

委員長はじめ委員会の皆様お疲れ様でした。 

さて９月1日雑賀球場で第41回和歌山南ロータリークラブ

旗・争奪西支部野球大会の始球式に当クラブから10名の

出席で開会、約200名の参加選手と審判、関係者、保護者

併せて300名の中、会長恒例の始球式で、ドンピシャのスト

ライクでした。 

皆さん驚いていました。歴代の会長始球式ではストライク

がなかったと聞いています。 

自画自賛です。 

9月5日サンクシェールで歓送迎会を実施、歓迎会では宮

本憲吾会員、佐藤則文会員、植田好紀会員、送迎会では

農林中金の窪田さんの送別会を実施、40名余りの会員が

参加、我がクラブの良さである、おもてなしの心が先輩から

脈々と引き継がれています。 

９月６日に我がクラブと岡山ＲＣとの姉妹提携の礎的存在

の林さん（さかな）が（97歳）でお亡くなりになりました。謹ん

でお悔やみ申し上げます。 

10月18日、城南ＲＣとの合同例会で曽和勝彦会長、東徹

幹事はじめ29名の会員の皆さま方にお越しいただき、

益々親睦が深まりました。 

スポ－ツ界では、日本史上初、日本初開催のラグビーワー

ルドカップ、予選Aグループ１位で通過、本選1回戦で南ア

フリカに敗れましたが過去最高の戦績、ホ－ムグランウンド

の強さを発揮した大会となり、国際統括団体ワールドラグ

ビーが掲げる「ラグビー憲章」で示される「品位」「情熱」「結

束」「規律」「尊重」という五つの価値や、試合が終われば

敵、味方がなく「ノーサイド」の精神が、スポーツ界のみなら

ず、社会全体に好影響を与えました。素晴らしいことです。 

2019年10月27日大阪府堺市で国際ロータリー第2640地

区、中野均ガバナー（堺東ロータリークラブ）の元、地区大

会が開催され、不可解な言動行動を繰り返す、パストガバ

ナーの久保治雄君のパストガバナーの剥奪をＲＩに上程す
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     ニコニコ箱 

 

 

野上君・・・山田会長1年間ありがとうございました。 

      本年度は、出席免除して頂き感謝申し上げます。 

      次年度は、出席させて頂く予定です。 

      よろしくお願いします。 

栗本君・・・6月ゴルフ例会で優勝できました。 

      チャンさん久しぶりの例会へようこそ。 

      楠部さんに写真を頂きました。 

越部君・・・田中先生 お心遣いありがとうございました。 

岩井君・・・グランドマンスリーのごほうびで橋本先生に 

       素敵な物を頂きました。 

北畑君・・・水城さん代役ありがとうございました。 

       あと2回ガンバリます。 

山田守君・・・会長1年をふりかえってお話させて頂きます。 

        楠部さんに写真を頂いて！ 

前窪君・・・チャンの顏を久しぶりに拝顔して！！  

三木君・・・本日よりプロ野球開幕！巨人ファンの皆様、 

       お手柔らかにお願いいたします。 

前嶋君・・・ひさしぶりで楽しいゴルフでした。 

       栗本さん、岩井先生おめでとうございます。 

湯山君・・・楠部さん写真ありがとうございました。 

北畑君・・・楠部さんに写真をいただいて。 

大林君・・・楠部さんに写真を頂いて。 

坂東利仁君・・・久し振りに楠部さんから写真いただいて。 

山本君・・・楠部さんに写真を頂いて。 

野村君・・・楠部会員より写真をいただいて。 

堀井君・・・楠部さんに写真をいただいて。 

橋本忠通君・・・楠部さんに写真を頂いて。 

小野君・・・楠部さんに写真を頂いて。 

林（芳）君・・・楠部さんに写真を頂いて。 

豊田君・・・楠部さんから写真をいただいて。 

田中（祥）君・・・楠部さんに写真をいただいて。 

 

 

      計 ￥40,000 -  累計￥2,830,944 - 

る件が、満場一致で可決、12月7日臨空国際物流センタ－

で開催、ＲＩ会長に対し、久保治雄君をパストガバナーとし

ての資格を剥奪する処分要請を行った。 

大変悲しい彼の言動、行動と、ガバナーの権威が失墜す

る出来事でした。 

11月16日17日、2日間、名古屋に秋の親睦家族旅行で、

名古屋のディナーのメニューの逸品で「ひつまぶし」があり

ました。「ひつ」はおひつのひつで、まぶしは、かき混ぜると

いう意味合い、うなぎを細かく切り刻む料理で初めて知りま

した。 

私の幼少のころは、ご飯は「おひつ」に入れられていまし

た。いい社会勉強になりました。親睦委員会は、我がクラブ

最大の予算を執行し、毎年予算の使いすぎと言われる中、

受益負担増で参加者の心情を考慮しつつ、予算内で納め

ていただいた、堀井クラブ奉仕委員長、岩井親睦委員長

はじめ委員の皆様方、企画立案から有難うございました。

前畑日本旅行支店長に御礼申し上げます。本当に楽し

かったです。 

さて11月16日から19日まで開催された、ねんりんピック和

歌山で、和歌山南ＲＣとして和歌山市つつじが丘テニス場

で開催のテニス選手、応援者、ボンティアの方々に、和歌

山の名産物、みかん、梅、ジンジャエールを配り多くの

方々から反響がありました。 

そして次年度開催の岐阜、次々年度開催の神奈川の視察

団に対しロータリーへの関心が大きかったようです。橋本

委員長はじめ、社会奉仕委員会の皆様、お疲れさまでし

た。 

そしてブースでは、盛り上げの一翼を担う「和歌山県の応

援歌・明日へ」の音楽を入れてＰＲしました。 

12月6日に定時総会を開催、次年度副会長に中村和子会

員に決定、今年から収支の中間報告が義務化され、会計

の島村辰彦会員より今年度の収支の中間報告をされまし

た。 

12月22日に恒例のクリスマス家族会を実施、通年12月23

日の天皇誕生日に実施していましたが開催日を変更しまし

たが多くの会員、ご家族、関係者、ＯＢの方々が出席、

パーティ－を盛り上げていただきました岩井親睦委員長は

じめ親睦委員会の皆様方に感謝申し上げます。 

2月19日アバロームで和歌山東南ＲＣと合同例会を実施。

コロナの影響でドタキャンの会員もありましたが、谷口拓会

長、赤在依美幹事をはじめ会員の皆様には大変お世話に

なりまし。 

6月12日の例会で、ミャンマー報告会卓話、和歌山南ＲＣ

の一大プロジェクトとして、水城国際奉仕委員長を中心に

ミャンマーへの学校建設支援活動を実施、2019年9月11日

から5名で4日間現地調査に赴き、そして2020年2月14日か

ら4日間10名で調印式に出席しました。拍手喝さいの大歓

迎ぶりに我々会員は驚き感動の連続でした。我々出席者

は、ミュンマーの子供たちは素朴無垢で、本当に寄贈が大

正解と思ったはずです。そのことを和歌山南ＲＣの会員全

員に伝えるべく、先日の例会でのミャンマー報告会で写真

100枚、動画5本をスクリ－ンで伝え「4つのテスト」をイメー

ジ頂きご披露しました。例会出席者の皆さんにはしっかりと

見ていただけたと思っています。 

最後に先週、先々週とチャーターメンバーの山中先生がお

元気で例会出席をされました。来年の60周年の連続出席

60年を目標にメイキャップに励んでおられます。 

日本中、世界中の会員のお手本です。なによりも嬉しいで

す。 

私個人ごとで一番残念な事柄が、2020東京オリンピック、

聖火ランナーに決定、4月10日に田辺市を快走することに

なっていましたがオリンピックが次年度に延期が決定、走れ

なくなりました。次年度頑張ります。皆様1年間ありがとうご

ざいました。感謝！ 


