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次週のプログラム

本日のプログラム

２０２０年 ９月２５日（金） No.２８１５
第２８７１回 例会
○ 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

会長報告
チャンさん、先日は地区への報
告書を拝見しました。
新型コロナでアルバイトもでき
なくて、奨学金がどれだけ有難
かったか、そしてそのような中で
余計に日本人の素晴らしさを知
ることができたという内容だった
と思いますが、その内容に感動
しました。
また、菅田利佳さんの卓話です
が、もう今からドキドキしていま
す。菅田さんには何度も泣かされていますが、一番初めは
高校生の時でこの例会でピアノを演奏してくれた時です。
そして、英語が流暢なことに驚かされ、東南RCさんとの合
同例会の時、丁度三木会長時で私が副会長ということで立
ち話をしている時、宮下さんが興奮して利佳ちゃんが大学
に合格したと伝えてくれて三木さんと二人で泣いたので
す。
60周年大会でも、お話を頂こうと思っておりますので、宜し
くお願い致します。
皆さんは、ロータリークラブの会員でいらっしゃいます。
どういった経緯で入会されたのでしょう?
それぞれに違うと思いますが、私の場合は、随分以前に亡
くなりましたが山崎明さんに、「昼飯食うだけやから入れ」と
言われて、よく分からないまま入会しました。
前週の報告
出席報告
四つのテスト

２０２０年９月１８日（金）
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％
（言行はこれに照らしてから）

１０月 ２日（金）
○ ソング「君が代」・「奉仕の理想」
〇 卓話 「駿河屋まるごと堪能」
（株）総本家駿河屋
総務部長
河合 正規 様
多分ここにおられる大半の方はそのような切っ掛けで入会
されたのではないでしょうか。では、ロータリーとは何なので
しょう?
常に何件も協賛や支援の依頼が舞い込んできています
が、そのような団体なのでしょうか。
そこで、本日はロータリーの基本概念についてお話させて
頂きます。
偉そうに言わせて頂いていますが、南方康治会員に頂い
た本の引用です。
この本は既に亡くなられていますが、伊丹ロータリークラブ
所属 元ガバナー深川純一氏が書かれたものです。
ロータリーの基本概念は親睦と奉仕です。
但し、この親睦とは、本来、ゴルフや旅行を楽しみ、酒を楽
しむというような「感性的な親睦」を意味するものではないの
だそうです。
ロータリアンが例会において、親睦の内にフェロー・ロータ
リアンと切磋琢磨し、自己研鑽に励みながら、自らの心を高
めていく所謂「精神的な親睦」を意味するのだそうです。
先ず、ロータリークラブは奉仕クラブではなく、社交クラブで
あることを忘れてはなりません。
日本ロータリーの創設者米山梅吉先生は、「ロータリークラ
ブは奉仕クラブではない」と言い切っています。
「クラブとして奉仕すべきものは原則として何もない。
では、クラブは一体何をするところなのか。
それは奉仕をするロータリアンを育てるところである」という
のです。
したがって社交クラブですから、基本的に先ずは楽しくなく
ゲスト

米山奨学生・・・・・・グラン ティ トゥ チャン さん

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

てはなりません。
なので、酒を飲み、ゴルフや旅行を楽しむのも結構であり
ます。楽しいことは何をやっても良いのです。
但し、一点忘れてはならないことは、酒を飲んでも、ゴルフ
をしても、何をするにつけても、己の足らざるところを他の
ロータリアンから学ぶ姿勢を持つべきことです。
即ち、ロータリアンがお互いに学び合うことによって自らを
高め合うこと、所謂「精神的親睦」がロータリーの親睦なの
です。
1989-90年度RI会長ヒューM.アーチャー氏は「ロータリーを
楽しもう」というテーマを掲げました。
この楽しむという意味は、選ばれたロータリアンが毎週例会
に来て、親睦の内に例会を楽しみ、己の足らざるところを
他のロータリアンに学び合う、自己研鑽に励みながら成長
していくのを見る楽しさを指すということだそうです。
信川先輩の言われたことはそういう意味深いことだったの
かと思います。
以上 会長報告とさせて頂きます。

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 チャンさんピーチ後に
樫畑会長より米山奨学金９月分をお渡ししました。

幹事報告
・和歌山県立近代美術館さんか
ら企画展のご案内が来ていま
す。芸術の秋どうかお運び下さ
いませ。
・きのくに音楽祭のご案内もでき
ました。60周年記念事業のメイ
ン事業の一つとしても来年コラ
ボする予定です。関心を寄せて
いただきますようにお願いいた
します。
・日本台湾ロータリー親善会議が中止になりました。まだ大
きな国際事業は難しい情勢でございます。
・コロナ禍ではございますが会員増強も進めていきたいと
考えています。先日の理事会で金融機関向けの勧誘と
いったアイデアがありました。これから会員増強委員会のメ
ンバー、クラブ奉仕の林理事と協力してすすめていきま
す。皆様のご協力のほどどうかよろしくお願いいたします。

親睦活動委員会メンバー

委員会報告
雑誌・広報委員会
林 勇伺委員長
人間万歳の放送のお知らせです。
来週火曜日（２２日）朝１０時２０分か
ら始まります。
皆様、是非お聴き下さい。
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卓 話

「世界が広がるキャンパスライフ」
和歌山南R.C.2017－18年度支援学生
東京大学 教育学部 ２年

菅田 利佳 様

菅田さんとチャンさん

本日はお招きくださり、本当にありがとうございます。皆様
に背中を押していただき上京してから、早くも一年半が経
ちました。本日は、東京大学での生活について報告いたし
ます。
１，２年生の間は、教養学部に所属し、分野の枠を超えた
様々な学問に触れる刺激的な日々を過ごしております。以
前から関心を持っていたフランス語や教育学のみにとどま
らず、認知脳科学やグローバルヘルスなど、新たな世界に
対しても興味を抱くようになりました。
また、学内の練習室を借りながらピアノも継続することがで
きました。東京では、フランス留学時に出会った先生にご
指導いただいています。１月にオリヴィエ・ギャルドン先生
が来日された際には、公開レッスンを受講いたしました。
そしてこの春からは、実家からオンライン授業を受けていま
す。
課外活動では、昨年から所属している東京大学UNiTeとい
う学生団体の代表を務めるようになりました。これは、文化・
芸術を通して、SDGsなどの国連の優先事項に取り組んで
い る 団 体 で、主 に 二 つ の プ ロ ジ ェ ク ト が あ り ま す。ま ず
「EMPOWER Project 」では、誰かに協力したいという意思
を示すマゼンタスターのマークを広めようと活動していま
す。そしてもう一つ、若者が自由に自らの思いを発信し、同
世代と交流できるウェブサイト「ボイス・オブ・ユース JAPAN 」を、日本ユニセフ協会、ユニセフ東京事務所と協働
しながら運営しています。UNITARなどの国連機関ととも
に、オンライン国際会議を主催し、これらの活動について
世界へ発信する機会にも恵まれました。
社会の状況は大きく変わってしまいましたが、滞りなく学び
続け、何事にでも挑戦できる環境にとても感謝しておりま
す。
最後になりましたが、来春、60周年記念の式典にお招きい
ただけることを、とても幸せに思っております。少しでも成長
した姿で皆様に再会できるよう、日々目標に向かって歩ん
で参ります。

本日は、菅田さんのお母様にもお越し頂きました。

宮下直子会員より
菅田利佳さんのご紹介が
ありました。

ニコニコ箱
入会記念日・・・江口君
前窪君・・・チャン、菅田両名を迎えて！！
樫畑君・・・菅田さんにお越し頂きまして。
泣かない様にします。
栗本君・・・チャンさん来月の卓話楽しみにしています。
水城君・・・菅田さんようこそ。（林副幹事、中村副会長）
少年野球代理出席ありがとうございます。
湯山君・・・山本さん、美味しい大根ができますように。
堀井君・・・縄文杉に会いに行ってきました。
前嶋君・・・大人のLINE入門現在読書中です。
しばしお待ち下さい。
戸井君・・・前窪会員、宮本（憲）会員にお世話になりまし
た。
林（芳）君・・・最近、不運続きで・・・

計￥ 21,000 -

累計￥ 745,000 -
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丸長インター店 最後の晩餐
9月 23日（水）に長きにわたり当クラブのIDM、グルメの会などの会合でお世話になった丸長インター店さんが閉
店するということで有志が集い、フィッシング＆グルメの会との共催で最後のグルメ会が開催されました。
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