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本日のプログラム

２０２０年 ９月１１日（金） No.２８１３
第２８６９回 例会
○ ソング「四つのテスト」
〇卓話「2020 夏 高校野球和歌山大会を終えて」
和歌山県立和歌山商業高等学校 校長
和歌山県高等学校野球連盟 会長
愛須 貴志 様

会長報告
皆さん、こんにちは
本日は立命館大学田原教授に
お越し頂いております。卓話を
宜しくお願い致します。
私どものクラブが支援させて頂
いております、和歌山南ロータ
リークラブ旗争奪西支部野球大
会が明後 日 開催さ れます。天
気も危ぶまれますが、心配して
おりました台風10号は、なんとか逸れてはくれるようで、開
催できる見込みです。
ただ心配なのは、九州でここのところ災害が多く発生してい
て復旧もままならない状況下での台風は心配であります。
被害が拡大しないことをお祈りするばかりです。
一昨日、市内9クラブ会長幹事会が開催されました。
今回は幹事クラブである西ロータリークラブの例会場ラ・
ヴィーナに仁坂県知事をお招きしての開催となりました。
仁坂知事の卓話の内容は新型コロナがメインで約40分ほ
どでした。
私どものクラブと、東南さん、城南さんはご存じの通り親
子関係にあるクラブで毎年この2つのクラブとはそれぞれに
合同例会を開催しております。
城南さんにおかれましては、人が集うことに随分ナーバス
になっておられ、東南さんにおかれては、休会を望む声は
前週の報告
出席報告
四つのテスト

次週のプログラム

９月１８日（金）
○ ソング「里の秋」
〇 卓話「世界が広がるキャンパスライフ」
和歌山南RC2017－18年度 支援学生
東京大学 教育学部 ２年
菅田 利佳 様
全くないということでした。
それぞれのクラブの会員によって、考え方や新型コロナに
対する意識が違います、当然ながらそれら意見を尊重しな
がら、運営を進めていかなければならないのです。
仁坂知事も仰っていましたが、感染対策をしっかりとれば
十分に予防はできるので、対策を講じて皆さん集まりましょ
うとのことでしたし、昨今は何方からもお呼びが掛からない
ので嬉しかったとも仰ってました。
新型コロナをなめてはいけない、でも過度に恐れる必要も
ないということです。日本赤十字社センター長 中 先生に
も感染対策についてお墨付きを頂きましたので安心してク
ラブ運営を続けさせて頂きます。
会員の皆様に、訂正のご報告があります。
来週11日は臨時総会というご案内を出させて頂いておりま
す。
実は定款・細則の改正は、我がクラブでは慣例的に臨時総
会で行ってきていた経緯があり、全くその流れで臨時総会
とさせて頂きました。
しかし、今回の2つの議案改正に伴い、和歌山南ロータリー
クラブ定款・細則を見直したところ、細則第16条に、「本細
則は、定足数の出席する任意の例会において、出席会員
の3分の2の賛成投票によって改正することができる」とあり
ます。
そして本通知は当該例会の少なくとも10日前までに会員に
通知をすることとなっていますので、手続き上は要件を満た
しているのですが、「臨時総会」を「任意の例会」とさせて頂
きたくお願い致します。

２０２０年９月 ４日（金）
会員７８名（出席規定適用免除会員９名）
出席６３名 ホームクラブ出席者８０．７７％
（言行はこれに照らしてから）

Ⅰ 真 実 か どうか Ⅱ み ん な に 公 平 か Ⅲ 好 意 と友 情 を深 め る か Ⅳ み ん な の た め に な る か ど うか

幹事報告
・市内9クラブの会長幹事会に会
長と出席してきました。
仁坂知事よりコロナ対策の講話
をいただきました。
・先日、アフリカでの野性ポリオ撲
滅が宣言されました。
・クラ ブ 概況間 も な く 印刷 で き ま
す。
・本日は、第一例会です。理事役
員の皆様、例会終了後に理事役員会へのご出席よろしく
お願いいたします。
・次週はクラブ定款細則変更の例会となります。ご出席よろ
しくお願い申し上げます。
・ロータリー文庫が会員向けの電子図書館になります。ガバ
ナー月信やRI理事会議事録公開されるそうです。

委員会報告
青少年育成委員会
金谷直俊副委員長
和歌山南ロータリークラブ西支部
野球大会ですが、今回はコロナの
為、会 長、幹 事、青 少 年 理 事、青
少年育成正副委員長のみで参加
してまいります。雨天の場合は、20
日21日と予備日をもうけてますので、ずれるかっこうになり
ます。閉会式は13日15時ぐらいからの予定になっておりま
す。

卓 話
「ルクセンブルクにつ
いて」
立命館大学
法学部
教授

田原 憲和 様
ルクセンブルクはドイツ、フランス、ベルギーに挟まれた小
国であるが、国民一人あたりのGDPは世界１位である。世
界最大の鉄鋼会社がこの国に本社を置いており、同時に
ヨーロッパ随一の金融センターでもある。このような経済大
国を支えているのは、多くの外国人である。ルクセンブルク
の人口の約半数は定住外国人であり、隣国から毎日国境
を超えて通勤してくる外国人を含めると、労働人口のおよ
そ70%が外国人によって占められている。
ルクセンブルクの公用語はフランス語、ドイツ語、ルクセン
ブルク語だが、外国人労働者はフランス語を使用するケー
スが多い。一方でルクセンブルク人はこれら３言語を流暢
に使用する。多言語話者の多いヨーロッパでも、基本的に
国民全員が母語プラス２言語をマスターしていると言えるの
はルクセンブルクのみである。ルクセンブルク人は教育の
過程でこれらの言語をマスターしていくのだが、外国人の
子供にとっては言語の壁は大きい。そのため、一部では社
会階層の固定化という問題も生じつつある。

こちらのQRより９月６日第４２回和歌山南RC旗争奪西
支部野球大会での樫畑会長始球式の動画をご覧頂
けます
柘植プログラム委員長より田
原憲和様のご紹介がありま
した。

連続出席表彰

前嶋ヒロム会員２４年
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８月お誕生祝

ニコニコ箱
本人誕生日・・・戸井君・中村（和）君
奥様誕生日・・・今西君・植田君・田辺君・田村君・角谷君・
戸井君・野上君・山田守君
事業所創立・・・小野君・越部君・嶋谷君・藤岡君・山本君
皆出席表彰・・・前嶋君
田村君・・・楠部さんに写真をいただいて、10回分。
越部君・・・田村先生お世話になります。
水城君・・・山本さん、山田さん、広瀬さん ごちそう様でし
た。
藤林君・・・山本さん、カニおいしかったです！
前窪君・・・有田さん久し振りです！！
戸井君・・・井口先生、岩井先生、林様 お世話になりあり
がとうございました。
中村（和）君・・・楠部先輩に写真をいただき。
林（勇）君・・・楠部さんに写真をいただいて。
藤岡君・・・楠部さんに写真をいただきました。
ありがとうございました。

計￥ 116,000 -

累計￥ 693,000 -

親睦活動委員会メンバー
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第２回 会長幹事会
2020年9月2日（水）13:35よりラヴィーナ和歌山
にて第２回市内9RC会長幹事会が開催されました。
例年は、県へ表敬訪問させて頂くのですが今回は、ホスト
クラブ：和歌山西ロータリークラブのご手配により会長幹事
会に和歌山県知事 仁坂吉伸様をお迎えして卓話を頂き
ました。

カラオケ同好会

2020・９・１
第１３６回例会
☆次回開催日 １０月６日（火）
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