
 

 

和歌山南ロータリークラブ週報
ＷＡＫＡＹＡＭＡ ＳＯＵＴＨ  Ｒ.Ｃ．ＣＬＵＢ ＷＥＥＫＬＹ 

２０２０～２０２１年度  

国際ロータリー・テーマ 

次週のプログラム 

    

会長 樫畑国俊 幹事 水城 実 

直前会長 

副 会 長 

山田 守 

中村和子 

会長ｴﾚｸﾄ 

 

上西豊基 

 

会報委員長 石橋英二 副委員長 江口暢洋 

委員 北芝昌明 宮下直子 野村壮吾 

 西村昌記 植田好紀 越部早絵 

2020年 ７月 第２週 

  

  ２０２０年 ７月１０日（金） No.２８０６ 

 第２８６２回 例会 

 ○ ソング「四つのテスト」 

 〇 クラブフォーラム 

    「委員会事業計画発表」 

 

 ７月１７日（金） 

 ○ ソング「君が代」・「奉仕の理想」 

 〇 藤井 秀香 ガバナー 公式訪問 

 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 

2020-2021年度 RI会長 ホルガー・クナーク 「Rotary Opens Opportunities 」 

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 

樫畑国俊 会長 就任挨拶 

ガバナー     藤井秀香 

本日のプログラム 

前週の報告  ２０２０年７月 ３日（金） 

出席報告    会員７８名（出席規定適用免除会員９名） 

          出席６８名  ホームクラブ出席者８７．１８％ 

皆さん、こんにちは 
 

本年度、和歌山南ロータリーク

ラブ会長を務めさせて頂きます 

樫畑です。 
 

昨年、山田直前会長が初例会

で、4つのテストを歌われオリン

ピックについて触れられていま

した。 

山田年度の後半には、天地が

ひっくり返ったような事態が起こり、たった１年前のことなの

に凄く遠い昔のことのように感じます。 

この7月のオリンピックが開催されないなど、誰が想定しえ

たでしょうか。 
 

本年度ホルガー・クナークRI会長は「ロータリーは機会の扉

を開く」をRIテーマとして掲げました。そして、テーマ講演の

なかで3点 私の印象に残ったことがあります。 

①コダックの例を挙げられ、デジタル化の波に吞まれて、

巨大企業も僅(わず)かな期間で倒産してしまう、その現実

から目を背けてはいけない。時間は待ってはくれない。 

②数字を掲げて成長を求めることはしない、即ち会員の数

を目標とするのでなく持続可能なかたちで、如何にして

ロータリーを成長させることができるかということを考えると

いうことです。 

③ロータリーは変わらなければならない。若い会員を指導

者として据えるであるとか、女性に会長を委ねるということで

す。 
 

また、2640地区藤井秀香ガバナーは地区スローガンとして

「ロータリーと共に寄り添い奉仕の扉を開こう」お陰様に感

謝し、救いを求める声に寄り添い、ロータリーと共に奉仕し

よう、と掲げました。 
 

日本にロータリークラブができて本年度100周年です。 

そして、この和歌山南ロータリークラブが本年度60周年を

迎えるにあたり、私は「ロータリーの原点を考えよう」をテー

マに致しました。 
 

RI会長、2640地区ガバナー、そして私の掲げたテーマはそ

れぞれに違った表現ではあります。 

が、変化を求め新たな機会の扉を開くということ、そしてそ

れが人の役に立つというサービスの精神は、より良き社会

を創るとともに本人の幸せに通じるという考え方である。 

それは、ロータリーを創設したポール・ハリスの精神にも通

ずるものである。 

そういう意味でロータリーの原点を、皆さんと一緒に考えて

行きたいと思っています。 
 

私達は互いに、偶然知り合ったわけではなく知り合うべくし

て知り合ったのです。 

自分一人で考えるだけではなく、運命の仲間である皆が

ロータリーについて語り、行動を起こすことでクラブは益々

魅力的な組織へと成長して行けると信じています。 
 

和歌山南ロータリークラブは、会員の皆さんが常に話し合

い、素晴らしい事業を行って参りました。 

先輩会員の皆さんの熱い気持ちをこれからも引き継いで一

層魅力あるものにして行きたいと思います。 

私たちの和歌山南ロータリークラブの活動が、「地域の

人々を豊かにする扉を開く機会」を創ることができればこん



 

 

２０２０－２０２１年度テーマ：「 ロータリーの原点を考えよう 」 

戸井洋木 SAA・ソング委員長 就任挨拶 

連続出席表彰 

前田耕道会員４６年  

宮本保志会員 ２年  

水城 実 幹事 就任挨拶 

 樫畑会長のもとで６０周年とい

う記念すべき節目に幹事の大

役をいただくこととなりました。 

 ＲＩの方針であり「機会の扉を

開く」そして会長方針である「原

点に返る」の精神を大切にしな

がら組織の扇の要（かなめ）とし

ての務めを果たしてまいりたい

と思っております。 

 皆様のご指導ご鞭撻、そして

ご理解とご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。 

幹事報告 

 ・年会費のお願いをしております。前期と後期で金額が 

  変わっております。ご理解いただきどうかよろしくお願い 

  いたします。 

 ・クラブ活動報告がまだの前年度委員長様、ご提出よろし 

  くお願いいたします。 

 ・地区研修のプログラムがユーチューブで発信されてい 

  ます。理事役員、そして委員長の皆様はご視聴よろしく     

  お願いします。 

 ・ガバナー公式訪問が７月１７日に控えています。 

 ・本日は第一例会なので理事役員会があります。 

 SAA・ソング委員長を拝命い

たしました戸井です。 

樫畑会長の本年度テーマ「ロー

タリーの原点を考えよう」を念頭

に、“知り合うべくして知り合っ

た”私 た ち 会 員 が、友 情 を 深

め、喜びを分かち合えるような

例会を実現すべく、努めていき

たいと思います。 

まだまだ若輩者で至らぬところ

もあると思いますが、皆様にご指導いただきながら、しっか

り１年間がんばってまいります。 

どうかよろしくお願いいたします。 

な幸せなことはありません。 
 

一年間宜しくお願い致します。 

こちらのQRコードより樫畑国俊会長の 

就任挨拶をご覧頂けます。   → 

嶋谷浩男会員２４年  

宮本憲吾会員 １年  

植田好紀会員 １年  

今年度ご本人誕生祝の記念品

は、Ayu’cookieさんより詰め合

わせをお送りさせて頂きます。 
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ゴルフ同好会 

山田 守直前会長より岩井雅之会員にゴルフ同好会201

９-20年度マンスリー優勝記念品が贈呈されました。 

樫畑国俊会長よりゴルフ同好会石橋英二会長に2020-２

１年度の優勝記念品の目録が贈呈されました。 

地区出向 

地区より豊田会員・角谷会員・戸井会員・栗本会員・水城

会員に委嘱状が届きましたので樫畑会長よりお渡し致し

ます。 

豊田泰史会員 

地区副代表幹事／危機管

理委員会 副委員長 

角谷浩二会員 

職業奉仕委員会委員長／

社会奉仕委員会 委員 

栗本勝彦会員 

米山学友小委員会 委員 

戸井洋木会員 

会員増強・維持 女性活

躍・推進委員会 副委員長 

水城 実会員  地区財務委員会 委員 
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お誕生祝 

 

          ニコニコ箱 

 

本人誕生日・・・石橋君・上西君・大山君・金谷君・北芝君・北畑君・越部君・島村君・田辺君・角谷君・豊田君・橋本忠美君・ 

          藤林君・前嶋君 

奥様誕生日・・・南方君 

事業所創立・・・石橋君・岡崎君・玉井君・角谷君・畠中君・堀井君・宮本（憲）君・山中君 

入会記念日・・・井口（善）君・石橋君・岩橋君・岩本君・植田君・上西君・海堀君・樫畑君・金谷君・窪田（惇）君・雑賀君・ 

          佐藤君・柴田君・玉井君・柘植君・角谷君・西村君・野上君・林（勇）君・藤林君・前嶋君・前田君・宮下君・ 

          宮本（憲）君・宮本（保）君 

皆出席表彰・・・前田君・嶋谷君・宮本（保）君・植田君 

藤林君・・・柴田さん、岩井さん、水城さん、西村さんごちそうさまでした！新年度宜しくお願い致します！ 

前窪君・・・樫畑会長以下６０周年ヨロシクお願いします！！ 

島村君・・・樫畑年度の船出を祝って！６０周年諸行事の無事開催と成功を祈って！ 

水城君・・・みどり会御礼。楠部さん写真お礼。一年間よろしくお願いします。 

野上君・・・樫畑会長ご健闘祈ります。長らく休ケイさせて頂きありがとうございました。本年度は出ます。 

山中君・・・大阪国税局長より納税協会の監事を永年つとめた事で感謝状を頂きました。 

北畑君・・・樫畑丸の船出を祝って！！樫畑会長、水城幹事、戸井SAA一年間頑張って下さい。 

庵田君・・・祝 樫畑丸出航！！ヨーソロ！！ 

吉村君・・・本日よりソング声を出しました。 

越部君・・・本年度もよろしくお願いします。 

橋本忠美君・・・新会長、新幹事あまり気どらないで楽しい例会を御願いします。 

樫畑君・・・一年間宜しくお願いします。前窪先生にネクタイを頂いて。 

宮本（憲）君・・・豊田先生、岩井先生、水城幹事、西村会員、楽しいお酒ありがとうございました。 

          新年度あらためてよろしくお願いいたします。 

栗本君・・・樫畑会長、水城幹事 今年度よろしくお願いします。 

林（勇）君・・・山田会長に高級魚を沢山いただきました。新鮮でとても美味しかったです。ありがとうございました。 

山田（昭）君・・・新スタートを祝して！ 

山田守君・・・岩井会員ゴルフ優勝おめでとうございます。 

野村君・・・カシハタ会長、ミズキ幹事一年ガンバッて下さい。 

大林君・・・ちょっと良いことがありました。まるしぇ。 

前嶋君・・・樫畑会長、水城幹事１年間よろしくお願いします。 

柘植君・・・今年度もよろしくお願いします。 

戸井君・・・SAA１年間よろしくお願いします。 

会長・幹事バッチ授与式 

前年度山田 守会長・今年度樫畑国俊会長によるバッチ

の交換がおこなわれました。水城 実幹事には、柴田哲

男前々年度幹事よりバッチがわたされました。 


