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2020年 ８月 第３週 

  

  ２０２０年 ８月２１日（金） No.２８１０ 

 第２８６６回 例会 

 ○ ソング「われは海の子」 

 〇 第１回 I.D.M. 発表 

 

 ８月２８日（金） 

 ○ ソング「四つのテスト」 

 〇 卓話「災害医療の取り組み」（仮題） 

   日本赤十字社 和歌山医療センター 

    災害医療救援センター センター長 

           中 大輔 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 

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８月 ７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％ 

県内各地域でクラブの8月の例

会休会の連絡が入っています。 

有 田、有 田 南、有 田 2000、御

坊、田辺も8月休会の案内が届

いています。 

市内におきましては、城南ロー

タリークラブが8月例会を休会と

しました。 

本日理事役員会におきまして、

我がクラブとしてどうするか協議

致します。 

また、城南ロータリークラブの柏原会長から電話を頂きまし

て、10月15日に予定していた合同例会につきましても開催

を見送りたいという申し出でを頂きました。 
 

本日は出席の定義についてお話します。 

よく、早退お詫びというニコニコの紹介があります。 

早退というのは出席になるのかどうかですよね。 

例会は何分居れば出席となるのでしょう? 

60%ルールについて 

例会に出席した場合、それが出席とみなされるためには例

会時間の60%は在籍していなければならないということで

す。ですので、36分在籍していれば出席ということになるの

だそうです。 

厳密に言うと、1時に退席すると出席にはならないということ

です。 

このルールができたのは、かつてアメリカで出席率競争が

当たり前に行われていた頃の話です。 

例えば会員数100名のクラブで1名欠席すると出席率は1%

下がります。 

50名のクラブで1名欠席すると出席率は2%下がるのです。 

1名欠席時の出席率に対する効果がクラブの会員数によっ

て変わってきます。これは不合理だということで国際ロータ

リーは会員数に応じてグルーピングをしたのです。 

例えば50名から75名までのクラブ、75名から100名のクラブ

といった具合にグローブ分けをしてその中で出席率を競争

させたのです。 

そこで出席の基準が設けられることになりました。60分出席

しても5分しかいなくとも同じ出席というのはフェアではない

ということになったのです。 

このルールは競争の為のルールであって、本来例会は自

己研鑽の為の場である筈のものが競争の論理を持ち込ん

で定款上のルールとして採用してしまったところに問題が

あるようです。 

確かに例会時間の60%までおれば出席は成立するのでしょ

うが、例会出席の真の意味を考えるとき、こういった現象

は、ロータリアンとして恥ずべき行動と言わざるを得ませ

ん。 

特殊事情のある会員を救済する便法として60%ルールがあ

るわけですから、わざわざ早退しなければならない特殊事

情のある日を選んで、メークアップをする必要性はないは

ずです。 

 毎日のようにどこかのクラブが例会を開いているのですか

ら、メークアップをする時には、必ず最後まで例会に参加し

て、友情を深めると同時に、他のクラブの例会運営や卓話

を通じて、新しい知識を吸収するというのが本来の形のよう

です。そして、可能な限りホームクラブに出席するのが好ま

しいのだそうです。 

ビジター 

高松南RC・・・・・・・・・・・・・・・・・・1名 



 

 

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 

６０周年実行委員会 

６０周年記念例会・懇親会 

幹事報告 

・地区会員増強委員会の研修 

 (8/1 JAビル)に参加してきまし 

 た。 

・本日はクラブフォーラムです。 

 60周年実行委員長井口会 

 員どうかよろしくお願いいたし 

 ます。また、第一例会なので 

 理事役員会が開催されます。 

 今後の例会運営についても 

 協議する予定です。 

・会員証を配付しています。ご確認下さい。 

・会費の未納入の方が４名いらっしゃいます。よろしくお願 

 いします。 

・県庁からコロナ関係アプリのインストールのご依頼がきて 

 います。ニコニコ掲示板をご覧下さい。 

実行委員長 井口 廣昭 

実行幹事 北畑 博史 

顧問 前窪 貫志 

記念例会部会長 庵田 正二 

記念事業部会長  三木 菊夫 

記念誌部会長 野村 壮吾 

姉妹クラブ部会長 山田  守 

会計 島村 辰彦 

 

基本方針 

前年度までに時間をかけて議論し準備してきた60周年記

念事業をいよいよ実行に移す年度となりました。 

2021年4月25日を頂点にしたいくつかの事業を予定してい

ます。 

和歌山南ロータリークラブが誕生した1961年、ジョンＦケネ

ディ大統領の就任演説の一部が今も頭の片隅に残ってい

ます。[Together.Let us begin.] さあみんなで始めましょう。 

部 会 長 庵田正二 

副部会長 林 芳史 大林久夫  

       大山典男 

部 員 有田耕一郎 井口善隆 

      今西利之 岩井雅之 

      岩本 研  上西豊基 

       佐藤則文  嶋谷浩男 

           田村公之  戸井洋木 

           成瀬宏司  野上成樹 

           橋本忠美  広瀬晋作  

           藤岡 総  前田耕 

           南方康治  保田隆紀 

           宮本憲吾   村上恒夫  

           湯山弘二   山田 守 

           山中 静 

 

基本方針 

 例会は、岡山・新済州ロータリークラブ・来賓を迎えて荘

厳に、そして、全参加者が満足して頂ける楽しい懇親会に

したい。 

長 寿 祝 

玉井利弘会員が、今月傘寿を迎えられますので樫畑会長

よりお祝いの記念品をお渡し致します。 

ビ ジ タ ー 

高松南ロータリークラブ会員のマスウド・ソバハニ様

がビジターとして例会にお越しになられました。 



 

 

２０２０－２０２１年度テーマ：「 ロータリーの原点を考えよう 」 

６０周年姉妹クラブ 

６０周年記念誌 

６０周年記念事業 

部 会 長 三木菊夫 

副部会長 柘植義信  橋本忠通 

              海堀 崇   野島好史 

              宮下直子 

部  員 岩橋一博 大工博史 

            大桑祥嗣 金谷直俊 

            楠部和弘 田中章慈 

            田邊 誠  玉井利弘 

            角谷浩二 中村和子 

            畠中耕作  林 勇伺 

            坂東利明  藤林正樹 

            山本善昭 

 

基本方針 

ＩＤＭ等での会員の皆様のご意見を参考に、昨年度の６０

周年準備委員会において、記念事業の内容を検討してま

いりました。その結果、下記の内容の事業を当クラブ６０周

年記念事業として、今後、具体的な内容を検討企画し、準

備を進めてまいります。 

 

１）『子供たちの夢と未来のために』をテーマにした記念事 

   業 

  きのくに音楽祭実行委員会の協力を得てコンサート等を 

    企画、実施 

  中村惠氏（国連ＵＮＨＣＲ協会、Ｒ財団学友）の記念講 

     演会の実施 

２）「和歌山城・徳川・和歌浦」をテーマにした記念事業 

  和歌祭り実行委員会の協力を得て『和歌祭・渡御演武 

    舞台公演』を企画、実施 

３）青少年育成基金を利用した子供たちのために記念事業 

  ６０周年記念奨学生の選定 

  市内養護施設に対する記念品（教育資材・機器等）の 

  贈呈 

部 会 長 野村壮吾 

副部会長 石橋英二 

部  員 北芝昌明  植田好紀 

      江口暢洋  西村昌記 

      越部早絵 

 

基本方針 

和歌山南ロータリークラブ創立

60周年の記念事業、記念式典

の記録を残すことと、2016年か

ら2021年の当ロータリークラブの奉仕活動をまとめることと

する。 

部 会 長 山田 守 

副部会長 岡崎全雄 堀井 明 

             柴田哲男 毘舎利薫 

            小野正克 

部  員 栗本勝彦 雑賀宅史 

            田中祥博 豊田泰史 

            坂東利仁 前嶋ヒロム 

        前畑泰洋  宮本保志 

           吉村利規 

 

基本方針 

和歌山南ロ－タリ－クラブ創部60年、姉妹クラブの皆様に

記念式典でお互いの友情を育くめるような、ふさわしい事

業にする。 



 

 

２０２０－２０２１年度テーマ：「 ロータリーの原点を考えよう 」 

 

    ニコニコ箱 

 

本人誕生日・・・嶋谷君・田中（章）君・玉井君・前田君・ 

          山田守君 

奥様誕生日・・・玉井君・野村君・宮本（保）君 

入会記念日・・・保田君・山田（昭）君 

玉井君・・・傘寿祝をいただいて。 

井口（廣）君・・・60周年記念事業よろしくお願いいたしま 

          す。 

大桑君・・・久しぶりソバハニーさんゲストにお迎えして。 

山田（昭）君・・・入会記念日です。人吉水害へのご支援に 

          感謝申し上げます。 

植田君・・・広瀬さんワインとても美味しかったです。 

       ありがとうございました。 

前嶋君・・・ヤマト君やすらかに。インフォーマル欠席して。 

樫畑君・・・広瀬さん、ウキウキワインのたまて箱でお世話 

       になりました。 

前窪君・・・カラオケ同好会のPR！！ 

柘植君・・・高校野球おわりました。種々ありがとうございま 

       した。深謝いたします。 

戸井君・・・橋本先生 お世話になりありがとうございまし 

       た。広瀬さんにおいしいワインをいただいて。 

北芝君・・・前窪さんにお気使い頂きました。ありがとうござ 

        います。 

 

  

    計￥ 95,000 -  累計￥ 541,000 - 

親睦活動委員会メンバー 
８月お誕生祝 

  ゴルフ同好会 

 

ゴルフ同好会、8月度月例、通算686回が8月９日（日） 

有田東急ゴルフ倶楽部にて開催されました。 
 

優勝は、井口廣昭会員でした。 
 

時節柄 表彰式を実施しなかったので写真はございませ

んが成績はホームページにアップしていますのでご覧下

さい。 

 カラオケ同好会 

 2020・8・4 

 第１３５回例会 

☆次回開催日 ９月１日（火） 


