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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２１日（金） 

出席報告    会員７８名（出席規定適用免除会員９名） 

          出席６２名  ホームクラブ出席者７９．４９％ 

皆さん、こんにちは。 

猛暑が続いております。また、

全国各地で集中豪雨、落雷な

どが起こっており異常気象が続

いております。 

皆様におかれましては、コロナ

で県を超えることも憚られるお

盆ではなかったでしょうか。いい

や、だからこそゆっくりできたと

仰る方も多くいらっしゃるかもしれませんね。 

この猛暑の中、体温より高い気温で、ただじっとしているだ

けで汗が流れる炎天下で井口先生は毎日のように散歩さ

れているようです。 

散歩されていて、たまにお会いするのですが、先生この暑

さで大丈夫ですか?と声を掛けさせて頂きますと、一度辞め

たらそのまま辞めてしまうん違うかと思って、と仰っていたの

が凄く腑に落ちました。 
 

改めて県内クラブの例会休会の連絡が入っています。 

また、本日例会の在り方について各班からのIDMの発表と

なっていますので、今後の参考にさせて頂きたいと思いま

す。 
 

8月7日の例会終了後の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した。 

その結果につきましては、既に皆様に文書にてお送りさせ

て頂いているところではありますが、その背景についてもご

説明させて頂きたいと思います。 

12名の参加者が満場一致で、休会したくないという意見で

した。 

理由としましては、ここで休会してしまうと、コロナの収束が

見えないまま、例会の再開ができなくなってしまうのではな

いかということです。 

協議を進めまして、できる方向で意見交換させて頂きまし

た。 
 

会場入場前の体温: 37.5℃以上の方の入場はご遠慮頂く 

席の在り方: 4人テーブルで間隔を空けて行い、食事中以 

        外はマスクを着用することとする。 

        スクール形式という案もでたが、やはり円卓で 

        顔を見て話がしたいから 

ソング:マスクを直用して歌うこととする。 

     口パクという意見もでたが、歌うことでクラブの連帯 

     感が増すから 

演台で話すとき: 2mの間隔があれば、マスクの着用を求 

           めない。 

前方での贈呈など:間隔が近い時にはマスク着用とする。 

同好会などの活動:我がクラブでは同好会活動が活発に 

          行われており、感染予防対策を意識され 

          ての開催に先ずは感謝申し上げます。 

今後も感染予防対策を講じて頂いて活動を続けて頂くこと

をお願いしたいと思います。 
 

最後に、北畑直前幹事ですが、ご存じの通り再入院されて

います。 

昨日水城幹事と一時帰宅療養となったご本人を訪ねて参

ゲスト 
米山奨学生・・・・・・グラン ティ トゥ チャン さん 



 

 

２０２０－２０２１年度テーマ：「 ロータリーの原点を考えよう 」 

幹事報告 

りました。 
 

前年度の決算については、どういう訳か水城幹事がするこ

とになり、尚且つ監査も水城幹事がするということになって

いたようです。そのようなことで遅ればせながら決算が仕上

りました。 

前年度決算が完了したことで、本年度への繰り越しも確定

し再度水城幹事よりその説明がありますのでお聞き下さ

い。 

以上 会長報告とさせて頂きます。 

・昨年度決算が確定し、決算確定 

 後の予算書が出来ましたので配 

 布させていただきます。前年度 

 後半にコロナの関係で事業がで 

 きなかったため繰越金が若干増 

 えております。 

・ロータリー手帳の残部が少々ご 

 ざいます。ご希望の会員は受付 

 までお声がけ下さい。 

・今日はＩＤＭ発表です。大林委員長取りまとめ有難うござ

いました。皆様からのご意見の参考にコロナ期間中の活動 

 について検討させていただきます。 

第１回 I.D.M. 発表 

雑誌広報委員会 

保田隆紀副委員長 

 

ロータリの友の発表をさせて頂きま

す。 

まずは横書きのP７～P１１「私が

ロータリーを続ける理由そして魅

力」に全国の会員さんの話を読ん

でいて、私自身に重なるなと感じま

した。 

その中の一文で「ロータリーを楽し

いものにするのは自分次第だ」と言

う一文がありその通りだと感じまし

た。改めて言い聞かせて今後の活

動に活かしていきたいと思います。 

P３５～「ポールハリスとロータリー」と

コミックで連載が始まっています。 

 

8月２５日人間万歳が放送されます。井口先生のご紹介で

ガンでお悩みの方についてサポートするNPO法人マギー

ズ東京様から非常に貴重なお話をいただいたので皆様お

聞きください。 

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 チャンさんスピーチ後に 

樫畑会長より米山奨学金8月分をお渡ししました。 

テーマ 
1.各委員会事業計画 確認  

2.コロナ期間におけるロータリー活動はどうあるべき   

 か？（例会、委員会活動ほか） 

3.（今年度のテーマである）ロータリーの原点とは 

  何か？についての意見交換をお願いします 

委員会報告 

大林久夫 R情報委員長 
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１班 
日時：7月30日（木）19：00～ 

場所：わいんの玉手箱 

リーダー：林（芳）、当番：越部 

委員：庵田、橋本忠美、南方、 

    嶋谷、村上、佐藤 

メイキャップ：雑賀、広瀬 

1．各委員会事業計画 確認 

事業計画の確認の前に、｢会員

数があるのに、1人がたくさんの委員に属するのはおかし

いのではないか？｣という意見がありました。 

各委員会の事業について、各担当が説明、確認しつつ、

その中でいくつか意見があったので報告します。 

〈会員増強〉 

入会希望が今のところ無いので、頑張ってください。 

〈選  考〉 

入会希望がないので選考できません。 

選考基準について、1人でも反対があれば入会できないと

いう決まりがあるというのは誤解であること、選考ルールが

明確でないことに問題がある。 

〈出  席〉 

出席制度自体をなくしてもよいのではないかという意見が

でました。 

もし出席制度をなくした場合でも、連続出席表彰について

は継続し、希望者は表彰する 

カタチで残す。 

また、メイキャップの期限については、｢1年間｣というのは、

期間が長すぎるので、南口－タリーは従来通り｢前後２週

間｣のままが良い。 

〈親睦〉 

親睦旅行について、新型コロナの影響がある本年度は中

止すべき。 
 

2.コロナ期間におけるロータリー活動はどうあるべきか？ 

現状とられている感染拡大防止対策を前提に、世の中の

常識の範囲内で努力してやれるところまでやれば、1年、2

年休会するのもアリ。 
 

3.(今年度のテーマである)ロータリーの原点とは何か？に

ついての意見交換 

ロータリーの原点は相互扶助と親睦にあるとして、｢楽しく

なければロータリーでない｣の精神が大切。 

楽しくワインをいただきました。 

2班 
日時：8月7日（金）18：30～ 

場所：木曽路 

リーダー：林（勇）、当番：保田 

委員：前田、大林、大山、広瀬 

メイキャップ：岩本 

テーマ１：各委員事業計画 

      確認 

ロータリー情報委員会 

基本方針 

会長テーマ『ロータリーの原点を考えよう』のもと、６０周年

の年度、会員が楽しく活動できるよう情報の共有を強める

ための広報に努める 

活動計画 

１、IDMのクラブの運営に沿い、適宜開催する(年４回以上) 

２、入会３年未満の会員を対象にオリエンテーションを行う 

３、６０周年事業への参画など 

雑誌・広報委員会 

基本方針 

『ロータリーの友』の記事紹介を行い、組織の精神を共有

する。当クラブの奉仕活動や繋がりのある地区やクラブで

の情報PR活動を行う。当クラブの６０周年に関する事業を

会員はもとより会員以外にもメディアを積極的に活用し広

報を行う。 

活動計画 

１、ロータリーの友の記事を毎月紹介します。 

２、ロータリーの友への投稿を積極的に依頼します。 

３、ラジオ放送『人間万歳』を活用してロータリー活動、及び

６０周年事業に関連した内容を対外的に発信していきま

す。 

４、HPやメディア等を駆使して積極的に広報を行います。 

上記の事などを皆さんで改めて共有確認させて頂きまし

た。 

テーマ２：コロナ機関におけるロータリー活動はどうあるべき

か？ 

このコロナ禍の状況で、コロナは落ち着いてくる気配は無さ

そうなので、ホームクラブにたいしては、ネット参加出来るよ

うな仕組み、システムも今後必要ではないか？ 

スライドやズームなど今なら活用しながら出来るんではない

のか？もちろん、どうしてもそれが出来ない方については、

今まで通りリアルでの参加して頂き、対応できる方について

は、ニューノーマルに対応、変化していくことが今後必要で

はないのかな？そうすることでより、コロナに負けない新し

い形の今後のロータリー活動にもつながっていくんではな

いか？期間を決めて試験的にもやってみてはどうか？など

活発で前向きなご意見がたくさんでました。 

テーマ２：ロータリーの原点とは何か？ 

それは職業奉仕ではないか？ 日々の仕事でも社会に貢

献するようにしているが、人助け、世のためになれることを、

一個人一会社ではなくＲＣという団体を通して、組織だって

活動できるのがロータリーの原点ではないか？や、色んな

業種、業態、規模の会員メンバーが集まっているので、そ

のメンバーで今のこのような状況での情報交換などしてい

き、助け合いが出来たり、仲間づくりなどもそうではない

か？などなどのお話が出ました。 
 

木曽路さんで大林さんや、広瀬さんから差し入れのワイン

や日本酒など、美味しいお酒やお食事を頂きながら、先輩

方の今までのＲＣの歴史や貴重なお話など、楽しくみんな

でわきあいあいとお話しでき、親睦も深められたことやロー

タリークラブの歴史の話もできたり非常に実のあるIDMとな

りました。 

ありがとうございました。 
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3班 
日時：7月30日（木）18：30～ 

場所：焼肉参番館 

リーダー：柘植、当番：石橋 

委員：北芝、野村、田村、 

    栗本、植田 

メイキャップ：上西 
 

1の各事業委員会の事業につ

いてそれぞれが担当する会報、

プログラムの各委員会の今期の事業計画についてリー

ダーより説明し増した。今後の内容や取り組みについても

話し合い確認を得ました。 
 

テーマ２のコロナ禍での例会、委員会活動のあり方につい

ては、田村会員、上西会員の説明を受けながらコロナウイ

ルスの現状について学んだ後議論をしました。 

質問も含めいろいろな意見が出されましたが、現状とられ

ている感染対策、密接密集をさけることを前提にできる限り

例会、事業についても続けることが重要であるとの結論に

達しました。 
 

テーマ３の今年のテーマ、「ロータリーの原点に立ち返る」

に当たりロータリーの原点ついてについても意見交換を

し、職業奉仕、融和、親善、奉仕活動など 

ロータリーが大切にしてきたことを改めてそれぞれの会員

が理解を深め取り組んでいく必要があるとの意見が大勢を

しめました。 

4班 
日時：7月28日（火）18：30～ 

場所：武田水軍 

リーダー：井口（善）、当番：湯山 

委員：宮本（保）、宮本（憲）、 

    戸井、吉村、前畑 

（１）各委員会事業計画確認  

井口リーダーから週報等により

確認いただきたい旨、周知。 
 

（２）コロナ期間におけるロータ

リー活動はどうあるべきか？（例会、委員会活動ほか） 

・コロナとの戦いはしばらく続く。例会開催や委員会活動に 

 あたっては、検温・消毒・手洗いなど感染予防措置を継 

 続して確実に行う必要がある。 

・例会を学校形式（全員が前を向いて行う形式）で行うこと 

 は、緊急事態措置下での感染予防の観点で効果的だっ 

 た。例会は円卓でやることが望ましいが、お互いの距離 

 が「密」にならないように配慮する必要はある。 

・政府が掲げる「新たな生活様式」に、「リモート」の活用が 

 あり、ロータリーでもリモート例会など考えるべきとの意見 

 もあったが、やはり、ロータリー活動は、実際に対面しな 

 がら、議論を行うことに意味があるのではないか？というこ 

 とで一致。「各自がコロナを過度に恐れず、感染予防を 

 しっかり講じること」で実際に集う例会を、引き続き行うべ 

 きであるということで結論とした。 

・ソングは、全員が同じ方向を向いて、歌えば問題ないの 

 ではないか（カラオケでのクラスター 発生はマイクを消 

 毒せず、使いまわすことに起因している）ということで、こ 

 れもロータリー 活動の基本であることを念頭に、声に出 

 して歌うことが必要という認識で一致した。 

・４班全員、自らの事業所・ロータリー内などで感染者第一 

 号にはならないように、十分気をつけている。一方、コロ 

 ナ感染者に対する誹謗中傷や、いわゆる「自粛警察」な 

 ど過度な対応が社会問題化しており、感染者は本来保 

 護しなければならない存在であることなど、コロナが当面 

 続くことを前提に、ロータリーとして、感染者は守られるべ 

 きとの啓もう活動を行っていくことも必要ではないか？との   

 意見も出た。 
 

３ （今年度のテーマである）ロータリーの原点とは何か？ 

・ロータリーの原点は「奉仕の精神」にある。ロータリーにお 

 いては、役職に就いて奉仕するか、役職に就けなけれ 

 ば、米山財団等、財政面での寄付により奉仕することが 

 重要であると結論づけた。 

・また、例会に「出席」することも重要である。コロナ禍に 

 あっても、感染予防に十分配慮しながら、例会を開催し、 

 「出席してロータリアン同士で交流を図ること」がロータ 

 リーの原点であると改めて認識を共有した。 

5班 
日時：7月28日（火）19：00～ 

場所：わいんの玉手箱 

リーダー：橋本忠通、当番：藤

林 

委員：田邊、岩井、山本 

メイキャップ：広瀬 

1．各委員会事業計画 

社会奉仕プロジェクト委員会  

周年事業で和歌祭り、紀国音

楽祭に協力することが殆どで

すが、紀の川の河川敷の清掃活動が無くなった代わりに、

９月、１０月位、涼しくなった時期に片男波に漂着している

ペットボトル等の回収清掃を考えております。 
 

職業奉仕委員会 

社会見学ではないが、親睦旅行でオリオンビールの見学

を計画されている。 

社会奉仕月間に岩井委員長の中で卓話をお願いしようと

考えている方がおられるとの事です。 

2．コロナ期間におけるロータリー活動はどうあるべきか？ 
 

コメンテーターで自粛という楽な方法を選ぶのは思考停止

していると言った方がいるそうです。確実ではありますが一

番簡単な「自粛」という方法を選ぶのではなく、 

せっかく例会も再開したので、席を減らす等考えて注意

し、コロナと付き合いながらやっていくしかないのではない

か？ 

やめるのは楽で確実だがそれでいいのかどうか？市内９ク

ラブも全てやっているようですし 

最終夜間例会も５月の時点でどうするか決められなかった

ので、クリスマスや親睦旅行の事になるとどうなるか・・・ 
 

第６班での最終的な意見としては、例会に関しては中止す

るのは簡単であるが状況を見ながら行っていくのが良いの
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ではないか？ 

親睦旅行やクリスマス例会等の親睦行事に関しても判断は

難しいが、その時の状況を見て適宜考えていくしかないと

いう様な意見となりました。 
 

1．ロータリーの原点とは何か？ 

1905年が原点、４人で始まった時は親睦だけの話。途中か

ら奉仕が始まった。 

手続き要覧も簡単になって９ページしか記載がなく、原点

は基本理念だけ。 

組織として続いていくための原点は、親睦と奉仕だけ 

ロータリーの考え方は「アイサーブ」自分の企業の中で自

分の考えを従業員の皆さんに広げていけば社会的に広が

るだろうという考え方で、支配人以上の人がロータリアンな

ので、従業員なり全部落としていけば世界が良くなるだろう

という考え方であると思うが、それをなかなか実践できてい

る企業は少ないと思う。 
 

ここからおいしい料理とワインを頂きながら、色々な話で盛

り上がりました。 

その中でも３つ大まかに紹介させて頂きます。 
 

1つ目は、ホスピタリティとサービスの違い 

演台に上がって話をする際、水のペットボトルが置かれて

いるのは「サービス」 

初めの1杯お注ぎしておきましょうか？というのが「ホスピタリ

ティ」 

詳しくは橋本先生おすすめ、高野登さんの「マンガでわか

る リッツ・カールトンで学んだ超一流のおもてなし」をご覧

ください。（８月２０日現在、アマゾンで1430円+送料480円と

なっておりました） 
 

２つ目は、農家と見せかけて実は土入蟹漁師の山本さん

の、おいしい土入蟹の食べ方のお話で、見せていた動画

には目を疑うような大きさの土入蟹が映っておりましたが、

場所や取り方は企業秘密とのことです。蟹パーテイーの際

はぜひお呼び頂ければと思います。 
 

3つ目は、田邊さんが宿泊したホテルの客室に問題があっ

たので部屋を変えてと頼んだそうなのですが、部屋を変え

てくれなかったので、マンダリンの玄関で寝たという話で

す。その後のホテルの対応がホスピタリティに繋がる話でも

あったと思うのですが、最後に頂いた、アイラ島原産のラフ

ロイグというヨードチンキの匂いがするお酒がトドメになった

のか、記憶があまりないので「田邊さんがマンダリンの玄関

で寝た！」という所で締めさせて頂きたいと思います。 

6班 
日時：8月7日（金）18：30～ 

場所：木村屋 

リーダー：海堀、当番：野島 

委 員 ： 金 谷、島 村、中 村、豊

田、毘舎利、楠部 

1.委員会事業計画確認 

2.コロナ下におけるロータリー

活動はどうあるべきか？同時に

話し合い。 

●青少年育成委員会の児童養

護施設に対する奨学金事業は南ロータリーのメイン事業の１

つとしてふさわしい事業である。児童養護施設での認知度も

上がり奨学金希望者が増えていると聞く。今回コロナ禍によ

り予算を圧縮するとしても、その手段として青少年育成基金

を全面的に取り崩して行くのはどうかと思う。また同様の理由

でに皆さんからの会費等を下げるため、青少年育成支援金

8000円を徴収しないと言うやり方も疑問である。 

●これに対しては理事会で 

基金のみに頼り運営を続けると、 

①複数の奨学生に対しての支援なので金額が大きいこと。 

②奨学生を選定すると卒業まで援助する義務が生じること。 

③養護施設だけの基金では無いこと。 

以上の理由で想像以上に早期に奨学金制度を休止もしくは

廃止せざるを得なくなる。「あくまでもコロナと言う100年に一

度の災禍で有るから全面的に基金から拠出しているだけで

ある」と言う説明をして理解を頂いた。つまりコロナの状況が

改善されれば「基金からの全面取り崩し」状況は無くなると言

う認識で皆さん共有出来ていると信じていますが。 

●現在予備費として何千万？ 

かなりの額が積み上がっているはず。それは歴代の会長等

の努力によるもので易々と減らせないのは理解できる。しか

しコロナ禍と言う大惨事が興ったので有れば、まずそれを取

り崩すのが筋ではないか？ 

※取り崩していたらすいません筆者は予算の内容を良く判っ

ていないので。取り崩す程度の問題と理解しています。 

●青少年の基金は元々使い道が決まっており基金を安易に

減らすと、先ほど言われたように短時間で奨学金のシステム

が崩壊する。よって普段は使いにくい予備費を使い、それで

も足りなく鳴った時に青少年基金等に手をつけるべきではな

いか。 

●そうは言ってもこれだけの予備費は貯めていくのは大変で

ある、手をつけ出したら減っていくのはあっという間だと言う

事に留意すべきである。 

●もちろん一般的な予備費と言うものも必要なので半分くら

い残してもよいが。 

●そもそもロータリーは奉仕する団体であって貯蓄する団体

では無いのでは？ 
 

主に2.と3.ロータリーの原点とはなにか？について同時に議

論。 
 

●南ロータリーは人数が多い分コロナに対してリスクが多

い、出席の方法は考えるべきである。 

●しかしeクラブのようにリモートと言うのも、ロータリーは違う

ような気がする。顔と顔を合わして活動するのがロータリーの

原点だと思う。 

●このIDMもそもそもファイアーサイドミーティングから始まっ

たと聞く。キャンプファイアーの様なイメージか？ 

●この時期必ずやらなければならない対外的な事業以外、

ある程度ロータリー活動が制約されても仕方がない。 

●もし親睦で予算を圧縮出来たら、そのお金をコロナ対策に

寄付してはどうか？それでこそロータリーではないか。 
 

当初三密とウイルスの飛散を考えて席を交互にするなど木

村屋さんに出来るだけ対応して頂きましたが。しかし議論が

白熱する事もあり……コロナ下の活動はホントに難しいのを

痛感した次第です。 
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井口（廣）君・・・ゴルフ同好会8月度月例楽しくラウンドさせ 

          ていただきました。 

栗本君・・・チャンさん例会へようこそ。 

水城君・・・山本さん、山田さん、湯山さん、岩井先生ごちそ 

       う様でした。 

戸井君・・・ゴルフ自己ベスト更新しました。 

堀井君・・・すずしい北海道で31日間すごしてきました。 

北芝君・・・大林さんにお世話になりました。 

大林君・・・感謝。 

IDM6班・・・IDM6班残金です。  

 

  

    計￥ 27,000 -  累計￥ 568,000 - 

7班 
日時：8月3日（月）18：30～ 

場所：丸長インター店 

リーダー：岡崎、当番：小野 

委員：柴田、山田守、樫畑、水

城 

第7班は国際奉仕部門のメン

バーで構成されておりまして、

釣り好きのメンバーが多く、前日

に柴田会員が得意のイカ釣りに

行かれ、得意のイカの沖漬け

を。 

山田会員も、アジ・イサギ等、食卓が賑やかに彩られてお

り、最初からビールにて乾杯となりました。 

テーマに入る前から、柴田・山田 両名による釣り談義が始

まり、一向にテーマの方に話が進みませんでしたが、樫畑

会長より『テーマはどうなってるの？』という言葉で、リー

ダーより テーマ1 【各委員会の事業計画について】に入

りました。 

事業計画につきましては先日、クラブフォーラムにて発表し

ておりましたが、再確認という事で、国際奉仕に関しては、

60周年事業を通して、改めて当クラブの国際交流の歴史を

紐解き、今後も引き続き国際奉仕事業のあるべき形を模索

し、各委員会で実行する国際交流委員会に関しては、海

外への交流・支援事業をやめて、岡山・新済州 両ロータ

リークラブを巻き込んで、和歌山市内で青少年育成委員会

と連携事業を考えている。ロータリー財団委員会からは、

ロータリー財団とは何か。 

どんな活動をしているのか。財団に寄付することがどのよう

に会員のロータリー活動につながるのか。財団の意義等に

精通した講師を卓話に呼んで説明して頂く、米山奨学委

員会におきましては、日本と世界とを結ぶ懸け橋となる人

材の育成に対して、今後も精神誠意お世話させて頂くとい

う様な話になりました。 

テーマ2 【コロナ期間におけるロータリー活動はどうあるべ

きか？】 

自粛要請があった時よりも、コロナ感染者が増えているが、

最近はソングも声を出して歌っている。以前のように声を出

すのは自粛してはどうか？ 

PCR検査を、当クラブの先生達にお願いして超安価で実行

して頂いて、安心してクラブ運営を行う。 

テーマ3 【ロータリーの原点については】 

ロータリーの原点は、何をおいても親睦ではないでしょう

か？ 

入会したての方達も、親睦を通してロータリーの奉仕を学

んでいくのではないでしょうか？ 

国際奉仕部門としては、他国の人々を助ける事を目的とし

て今後も活動していきたいと思います。 

最後に、今回当番をおおせつかり、ボイスレコーダーにて

録音をして、後日再生をしてまとめさせていただきました

が、とにかく話があっちに行き、こっちに行きと脱線してしま

い、まったくテーマに対する答えが出ないまま、個人個人

しかし何時もどおり楽しい時間を過ごすことが出来ました。

この感じはリモートでは無理ですよね。 

が好き勝手に喋るので、当番は本当に大変だとつくづく考

えさせられました。   以上。 

録音内容を聞きたい方は、ご一報下さい。無償にてお貸し

します。 

吉本興業の漫才より面白いですよ。 

親睦活動委員会メンバー 


