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  ２０２０年 ９月１８日（金） No.２８１４ 

 第２８７０回 例会 

 ○ 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 

 

 ９月２５日（金） 

 ○ ソング「我等の生業」 

 〇 卓話 和歌山の観光施策の現状について 

      ～「蘇りの地、わかやま」キャンペーン～ 

    和歌山県 商工観光労働部 観光局  

      観光振興課長 

            小路 哲生 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９月１１日（金） 

出席報告    会員７８名（出席規定適用免除会員９名） 

          出席６５名  ホームクラブ出席者８３．３３％ 

皆さん、こんにちは 
 

本日は愛須校長先生にお見え

頂いております。 

のちほど、高校野球和歌山大

会を終えてということで卓話を宜

しくお願い致します。 
 

9月6日 南ロータリークラブ旗

争奪戦西支部少年野球大会が

開催されました。歴代会長はだ

いたいこの時の始球式の結果について例会で報告される

のですが、今回はラインにて周知頂いていることと思います

ので私からは割愛させて頂きます。 
 

また、翌日7日は児童養護施設など協議会がビッグ愛にて

開催されました。 

今まで理事会などでは結果が知らされるのみでしたので、

今回の協議会は私にとりましても勉強になりましたし、また

ロータリーについての考え方も施設を運営されている方々

にお伝えすることができ良かったと思います。 

これから支援対象となる学生が決まることになるのと、60周

年事業の一環として教育関係の物品について各施設に必

要な物の要望を上げて頂くことになっています。 

青少年奉仕委員会の海堀理事を初め委員会の皆さん宜し

くお願いします。 

60周年式典ですが、先週理事会におきまして、岡山、新済

州各姉妹クラブの招待はしないということで決定しましたの

で、会長名にて両クラブ宛てその旨の内容をお送りしてお

ります。 
 

以上 会長報告とさせて頂きます。 

幹事報告 

・60周年記念式典にはコロナ 

 感染の状況を鑑みて姉妹ク 

 ラブは招待しないことを理事 

 会で決定いたしました。 

・本日の例会は、クラブ細則の 

 変更の任意の例会となりま 

 す。 

・例会のZoom出席については 

 理事役員会で検討した結果 

 コロナ期間中は受付サインで 

 の出席も認めることとしZoom参加は無しとしました。 

・少年野球大会開会式にご出席いただいた委員会メン 

 バーの皆様お疲れ様でした。 

・青少年育成児童福祉施設協議会にご出席いただいた委 

 員会メンバーありがとうございました。 



 

 

２０２０－２０２１年度テーマ：「 ロータリーの原点を考えよう 」 

委員会報告 卓 話 

①青少年育成委員会 

金谷直俊副委員長 

第42回和歌山南ロータリークラ

ブ旗争奪西支部野球大会の開

会式が9月6日（日）に雑賀崎グ

ランドにて行われました。 

今 年 は コ ロ ナ の 為、会 長、幹

事、理事、委員会メンバー6名

で参加してきました。 

会長挨拶から始球式までセレモ

ニーが行われその模様はLINEにて配信させていただきま

したのでご覧ください。 

西支部野球関係者の方々には大変喜んで頂いている大

会だと思いました。 

②雑誌広報委員会 

広瀬晋作会員 

ロータリーの友掲載の出口治

明さんの講演「日本企業は世

界でなぜかくも凋落したのか」

の記事に興味を覚えました。 

「個性の大切さ」が新型コロナ

後に企業に求められるのでは

ないかと痛感しました。 

「日本のロータリー100周年」記

念切手発売！ロータリーが支援する重点分野のアイコンを

パターン化してロゴマークと合わせてデザイン化されていま

す。 

「ロータリーって何」という事が絵で表現されていて、100周

年の節目には最適な特殊切手となっています。 

次回人間万歳は、9月22日放送。ゲストは和歌祭実行委員

会の保井様です。 

 「２０２０ 夏 高校野球 

和歌山大会」を終えて 
 （一財）和歌山県高等学

校野球連盟 

 会 長 

  愛須 貴志 様 
 

 平素は、和歌山県高等学校野球連盟の活動にご理解、

ご支援をいただき、誠にありがとうございます。 

 新型コロナウイルス感染拡大により、すべての高校生に

とって、日頃から鍛錬している成果を披露する場を失うこと

になりました。高校野球界でも、春の選抜大会、春季近畿

地区大会が中止となり、夏の選手権大会の開催も見送られ

ることになりました。しかし、全国的に独自大会の開催気運

が高まり、本連盟でも６月７日に大会の開催を決定し、学校

が通常登校となった６月１５日には大会の詳細について発

表いたしました。 

 開催決定に際し、懸案となったのは①感染防止対策、②

練習不足、③授業時間の確保、④球場の確保、⑤運営費

の問題等です。この中で一番頭を悩ませたのは学校再開

後の授業時間の確保との兼ね合いでした。さらに１学期期

末試験との日程調整もあり、県教育委員会とも協議を重

ね、大会開幕を遅らせるとともに、前半は土日、祝日だけ

の開催とし、各校のテスト日には試合を組まないように、抽

選方法を工夫しました。 

 ３年生が最後に紀三井寺でプレーし、高校野球人生に

区切りをつけられたことは、彼らの人生の中で大きな意味

を持つものだと思っています。そして、その姿を１・２年生が

目に焼きつけるとともに、夏の紀三井寺球場で試合を経験

したことは、きっと来年につながっていきます。高校球児は

この夏の大会で、人間的にも大きく成長します。そういう意

味でも今大会を最後までやり通せたのは本当に良かったと

思います。そして、それを可能にしてくれたのは、野球王国

和歌山が培ってきた伝統であるという気がします。その伝

統をつないできてくれた先人のご尽力には本当に感謝して

います。 

 これからの和歌山県高校野球界は、生徒数減に伴う部員

不足や、高校再編問題等もあり、険しい道が待っていること

は確かです。しかし、野球をする子供達がいる限り、その子

供達の憧れの対象でありたいと思っています。 

親睦活動委員会よりゲスト紹介 

出席委員会より 

本日の出席報告 

柘植プログラム委員長より 

愛須貴志様のご紹介があり

ました。 



 

 

 

    ニコニコ箱 

 

 

本人誕生日・・・坂東利明君 

奥様誕生日・・・野島君・坂東利明君 

山中君・・・故岡田一三氏は、満95才10月でなくなりました。 

       私は、96才を超えましたので喜んでおります。 

北芝君・・・広瀬さんにお世話になりました。 

 

 

  

    計￥ 31,000 -  累計￥ 724,000 - 

親睦活動委員会メンバー 

２０２０－２０２１年度テーマ：「 ロータリーの原点を考えよう 」 

９月お誕生祝 

令和2年9月11日開催の「2019年手続要覧変更」に伴う「和

歌山南ロータリークラブ定款・細則改正のための任意の例

会」における主たる改正点は以下の通りです。 
 

議案1号 指名委員の員数について 

第５節 指名委員会 

指名委員会は、本クラブ会員互選による5名以上10名以内

の指名委員により構成されるものとし、その員数は理事会

において決定する。又、第1節に定められた候補者を、年

次総会において報告しなければならない。 
 

議案2号 年次総会での財務報告について 

第６条 会合 

第１節 年次総会 

（ａ）本クラブの年次総会は毎年12月第一例会日に開催さ

れるものとする。 

（ｂ）年次総会においては、次年度の理事の選挙を行い、あ

わせて現年度の収入と支出を含む中間報告および前年度

の財務報告を発表する。 

クラブ定款・細則改正 

任意例会の議長を務める樫畑会長 



 

 

２０２０－２０２１年度テーマ：「 ロータリーの原点を考えよう 」 

第42回和歌山南ロータリークラブ旗争奪西支部野球大会 

2020年9月6日 雑賀崎グランドで開会式

が行われました。会長、幹事、理事、委員

会メンバー6名で参加してきました。 

ラジオ放送「人間万歳」 

今月は保井様に「和歌祭り」について

語っていただきました。ぜひお聞きく

ださい。 

放送は22日火曜日朝10時20分から

です。 


