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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 ８月 第１週 

  

  ２０２０年 ８月 ７日（金） No.２８０９ 

 第２８６５回 例会 

 ○ ソング「君が代」・「奉仕の理想」 

 〇 クラブフォーラム 

    「委員会事業計画発表・予算の説明」 

 ８月１４日（金）休会 
 

 ８月２１日（金） 

 ○ ソング「われは海の子」 

 〇 第１回 I.D.M. 発表 

 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 

会長報告 

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３１日（金） 

出席報告    会員７８名（出席規定適用免除会員９名） 

          出席５８名  ホームクラブ出席者７４．３６％ 

幹事報告 

皆様に残念で悲しいお知らせ

をしなければなりません。 

2015-16 55周年時の会長宮

本卓彦氏がご逝去されまし

た。 

会長時に膵臓癌に罹患され、

闘病むなしく永眠されました。 

会員の皆様に訃報を配信しな

かったのは、ご遺族の意志で

家族葬を選ばれ、このような

時期ですので人が集まること

に対しても配慮をされたようで、お伝えをしなかったことを

御理解下さい。 

本日が宮本さんの69回目の誕生日です。 

皆さんとともにご冥福をお祈りし、黙祷を捧げたいと思いま

す。 
 

会長報告に戻ります。 

先々週、ガバナー公式訪問がございました。 

藤井ガバナーは難い話をされましたが、そのあとの掛け合

いが実にホッコリしていて良かったと思います。 

大阪のおばちゃんと和歌山のおばちゃんの掛け合いは凄

く場を和ませてくれて、謝辞を述べる際に舞い上がってしま

いました。 
 

素晴らしきかな、人生 2016年のアメリカの映画ですが、

ウィル・スミス扮する社長が社員の集まる中で、どうして皆は

会社に来るのかと尋ねます。 

勿論会社に来なければ首になる、そういうことは置いてお

いて。 

人は人と交わるために集まるのだと説きます。 
 

115年前、シカゴでロータリークラブを創ったポール・ハリス

は戦前、中国に船旅をする際、日本に寄港します。 

そこで、日本のロータリアンから質問攻めにあいます。 

「あなたは何故ロータリークラブを創ったのですか」という質

問に、彼は「寂しかったから」と答えたのは有名な話だそう

です。 

私はこの和歌山南ロータリークラブも、会員の皆さんが少

なからずポール・ハリスと同じ気持ちで皆と交わるために例

会を訪れていると信じています。 

以上会長報告とさせて頂きます。 

・和歌山県内でコロナの影響に 

 よる休会クラブが増えてきてい 

 ます。会員の皆様にはくれぐ 

 れもご注意下さい。 

・本日はクラブフォーラムです。 

 担当の理事、委員長の皆様 

 方、どうかよろしくお願い申し 

 上げます。 

・先日、和歌山放送「人間万歳」 

 に樫畑会長と出演させていただきました。60周年の記念 

 事業などＰＲしてきました。 



 

 

２０２０－２０２１年度テーマ：「 ロータリーの原点を考えよう 」 

委員会 基本方針・活動計画 

職業奉仕委員会 

職業奉仕プロジェクト委員会 

社会奉仕委員会 

委員長 柘植 義信 

（職業奉仕委員会担当理事） 

 

基本方針 

職業奉仕の理念についてさら

に理解を深め、実践していく

ことを目的とします。 

また新しい会員の方にも理解を深めてもらえるよう、先輩会

員の指導のもと、 

学びの場の提供とともに事業を実施していきたいと思いま

す。 

委 員 長 岩井 雅之 

副委員長 瀧本 幹之 

委 員 前窪貫志 田中章慈 

     山本善昭 角谷浩二 

 

基本方針 

1.本クラブの会員が、その職

業関係における諸責務を遂行

し、各会員 

それぞれの職業における慣行

の一般水準を引き上げるうえに役立つ指導と援助を与える

ような方策を考案しこれを実施する。 

2.クラブ会員が自己の職業上の手腕を発揮できるようなプ

ロジェクト 

を考案しこれを実施する。 

3.本クラブの職業奉仕活動に責任をもち、職業奉仕の諸特

定分野について設置されるあらゆる委員会の会合と仕事を

監督しこれを調整する任務を持ち、委員会の全活動につ

いて理事会に報告する。 

4.地元地域社会および他国の地域社会におけるニーズに

応える教育的、 

人道的、および職業関係のプロジェクトを立案し、実施す

る。 

委員長 橋本 忠通 

（社会奉仕委員会担当理事） 

 

基本方針 

会長の「ロータリーの原点を考

えよう」のもと、地域社会に貢

献する事業を計画･実行する 

令和２年７月豪雨災害義援金 

本 日 は、日本 赤 十字社 

和歌山県支部 事務局長 

髙瀨一郎様にお越し頂き 

樫畑会長よりクラブから

の令和2年7月豪雨災害義

援金１０万円をお渡しし

ました。 

親睦活動委員会メンバー 

本日のソング「 海 」 



 

 

２０２０－２０２１年度テーマ：「 ロータリーの原点を考えよう 」 

青少年奉仕委員会 

青少年育成委員会 

青少年交換委員会 

国際奉仕委員会 

国際交流委員会 

R財団委員会 

社会奉仕プロジェクト委員会 

委 員 長 藤林正樹 

副委員長 宮本憲吾 

委 員 西村昌記 畠中耕作 

     三木菊夫 井口廣昭 

     田邊 誠 

 

基本方針 

会長の「ロータリーの原点を考

えよう」のもと、人の役に立ち、

人に喜んでもらえる事業を考え

進めていく。 

委員長 海堀 崇 

（青少年奉仕委員会担当理事） 

 

基本方針 

 「ロータリーの原点を考えよう」

というクラブテーマを基本に、青

少年に向けた奉仕活動を行う。 

次世代を担う青少年について

奉仕を行うことは社会全体の向

上を図ることにつながることであ

り、また、それは会員個人の喜

びにつながるものである。「人の役に立つ」ということは人間

の究極の喜びの１つで、それを喜びと感じるのは人間の本

能とも言われている。そのような人間本来備わっているは

ずの「奉仕」の精神を当クラブの青少年奉仕活動に生かし

ていくことが求められていると考える。 

次世代を担う青少年への支援等は青少年についてみれば

機会の扉を開くきっかけともなる、創造的な活動である。青

少年への働きかけによって「人の役に立つ喜び」も青少年

に伝えていくことも目指す。 

委 員 長 野島好史 

副委員長 金谷直俊 坂東利明 藤林正樹 

委  員  田邊 誠 中村和子 大桑祥嗣 

 

基本方針 

明日を担う青少年をどう支援していくのがベストか？常にこ

の問題意識を持って青少年育成支援基金を運営してい

く。そしてこの基金をもとに本年度の青少年育成の奉仕活

動を行う。 

ただし本年は新型コロナウィルス蔓延の最中で有ることを

考慮し、状況によっては大幅に活動計画を見直す事も考

慮しておく。 

委 員 長 大工 博史 

副委員長 野島 好史 

委 員 島村辰彦 大山典男 

     楠部和弘 玉井利弘 

     坂東利仁 

 

基本方針 

 若い頃に海外留学・ホーム

スティを通じて、異文化と触れ

合い、異なる価値観・習慣を

理解することにより、より深い

国際感覚を持った人材の育成に貢献する。 

委員長 岡崎 全雄 

（国際奉仕委員会担当理事） 

 

基本方針 

本年度のクラブテーマ「ロータ

リーの原点を考えよう」を念頭

に、3委員会（国際交流・ロー

タリー財団・米山奨学）の委員

長と連携し、連絡調整役とし

て国際奉仕活動をサポート

し、事業計画を遂行する。 

委 員 長 堀井 明 

副委員長 宮本保志 毘舎利 薫 

       柴田哲男 

委  員  前畑泰洋 保田隆紀 

       雑賀宅史 江口暢洋  

       金谷直俊  坂東利仁 

 

基本方針 

姉妹クラブとの友好・親睦を深め、

円滑な関係を推進する。 

国際奉仕の理念に基づき世界の平和、平等に貢献したい

と思います。 

委 員 長 田中祥博 

副委員長 豊田泰史 

委 員 吉村利規 北畑博史 

 

基本方針 

 ロータリー財団についての

理解を深め、寄付活動などを

通じて国際奉仕活動に参加

する。 



 

 

２０２０－２０２１年度テーマ：「 ロータリーの原点を考えよう 」 

会 計 

米山奨学委員会 

委 員 長 小野正克 

副委員長 栗本勝彦 

委  員 角谷浩二 前嶋ヒロム 

 

基本方針 

米山奨学金制度の意義・理念を

会員の皆様に理解と認識を得ら

れるように進めていきます。 

窪田 惇己 

 

基本方針 

和歌山南ロータリークラブの細

則規定に基づき適正な会計処

理を行う。 

理事役員会の一員として活動

する 

 

 

    ニコニコ箱 

 

 

庵田君・・・宮本卓彦がんばりましたネ。お世話になりまし 

     た。ご冥福をお祈りします。ありがとう！！  

岩本君・・・宮本卓彦元会員のごめいふくを祈って。 

坂東利仁君・・・国土交通大臣賞を戴きました。もうしばらく 

        の間 職業奉仕を務めたいと思っております。 

橋本忠美君・・・一寸うれしい事と大変ショックな事があって。 

水城君・・・滝の名前あたりました。 

       湯山さん ありがとうございます。 

大山君・・・お陰様で本日72才の誕生日を迎えました。 

戸井君・・・同業者のゴルフコンペで優勝させていただい 

       て。 

嶋谷君・・・日本赤十字社へ令和2年7月豪雨災害義援金を 

       ご寄付頂きありがとうございます。 

北芝君・・・IDM3班御利用ありがとうございます。  

IDM第1班・・・昨日、1班IDMお疲れ様でした。広瀬さん、 

        おもてなしありがとうございます。第1回IDM 

        1班残金として。（林芳さんに感謝）  

IDM第4班・・・IDM4班の皆さま、お疲れ様でした。吉村先 

        生、貴重なお話をありがとうございました。

  

 

    計￥ 26,000 -  累計￥ 446,000 - 

  

    2020年8月度例会プログラム予定表 
    

  7日（金）  

  クラブフォーラム 

    「委員会事業活動計画発表・予算の説明」 

  

 １4日（金） お盆休会  

  

 ２1日（金） 第1回 I.D.M.発表 

   

 ２8日（金） 未定  

             

            連 絡 事 項 

 

        ８月近隣RC例会変更のお知らせ 

 日付    RC      場所    サイン受付時間 

17日（月）和歌山ｱｾﾞﾘｱRC ｱﾊﾞﾛｰﾑ紀の国12：00～12：30 

19日（水） 和歌山西RC  ラヴィーナ和歌山12：00～12：30 

24日（月） 和歌山北RC  ルミェール華月殿12：00～12：30 

26日（水） 和歌山西RC  ラヴィーナ和歌山12：00～12：30 

      

       ８月近隣RC例会休会のお知らせ  

11日（火） 和歌山RC   

12日（水） 和歌山東南RC 和歌山西RC  

13日（木）  和歌山東RC  和歌山城南RC  

14日（金）  和歌山中RC   

20日（木） 和歌山城南RC    

    ＊休会は、サイン受付はありません。  

 

 新型コロナウイルス感染拡大防止の為の例会取り止め 

 ６日（木）・２７日（木）和歌山城南RC 

    ＊サイン受付はありません。 

      

       当クラブ例会祝日休会のお知らせ  

来る8月14日（金）の当クラブの例会はクラブ定款第8条第

1節により、理事会の決定を経てお盆休会と致します。

    

   和歌山南ＲＣ事務局より夏季休暇のお知らせ 

2020年8月11日（火）～2020年8月14日（金）  

緊急の場合は、幹事までご連絡下さい。  


