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2020年１０月 第１週 

  

  ２０２０年１０月 ２日（金） No.２８１６ 

 第２８７２回 例会 

 ○ 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 

 

 １０月 ９日（金） 

 ○ ソング「四つのテスト」 

 〇 卓話「和歌山での防災・減災を目指して  

     －和歌山県情報化推進協議会の取組－」 

    和歌山大学 名誉教授 

    和歌山県情報化推進協議会 幹事長 

           佐藤 周 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 
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事務所 〒640-8215 和歌山市橋丁23 

          Ｎ-4ビル 2Ｆ 
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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２５日（金） 

出席報告    会員７８名（出席規定適用免除会員９名） 

          出席５５名  ホームクラブ出席者70．51％ 

ロータリーに入会して、世代の

違う方々から実にたくさんのこと

を学んでいます。 
 

岡田一三会員からは、和歌山

ロータリークラブ在籍時代の話

をよく聞かせて頂きました。私の

祖父のことをよくご存じであった

ので、当時写真同好会で一緒

に活動をしていて、写真撮りに

でかけるぞと言われると、車を運転して東京まで出かけて、

花街で遊んで帰ってきたという話を聞かせて頂きました。非

常に優雅な時代であったようです。 

北畑龍平会員からは戦時中人間魚雷に乗り込んだ時の覚

悟であったりと、日常の生活の中では経験できないことをた

くさん学ばせて頂きました。 
 

我が南ロータリークラブ設立当時から事務局があり、例会も

長く行われていた経済センターのことです。 

もう建物自体は無くなってしまいましたが、経済センターは

和歌山県民の心には強烈に焼き付いています。 

私たちのクラブにとりましても欠くことのできない存在だった

筈です。 

かつてあのビルにエレベーターガールが居ただの、オープ

ンセレモニーが凄く派手であったことを知る人も少なくなっ

ています。 
 

もうお亡くなりになりましたが、元会員で紀陽ダイキンの社

長をされていた坂口さんのことです。 

経済センター取り壊しの時、私の会社が設備関係の保守

をしていた関係で、設備の最終確認をしておりました。 

地下にデカイ空調機が設置されていて、見るとダイキンと

ウェスティングハウスのダブルネームが入っていました。 

たまたま坂口さんにその話をすると、アメリカからウェスティ

ングハウスを輸入するにあたり、限られた一時期OEMでダ

イキンが制作していたことがあったとのことでした。 

そして、そしてその空調機とエンブレムに凄く興味を持って

頂きまして、できれば解体前にそのエンブレムを外して貰

えないかと頼まれました。社員に伝え、無事解体前にその

エンブレムを坂口さんのもとに届けました。坂口さんは、そ

れを本社に持ち込んだところ、こんな貴重なものをよく見つ

けてくれたとダイキン本社で喜ばれ、表彰状を頂いたとお

聞きしました。取り壊してなくなってしまうもの、でも人によ

れば何物にも代えがたい大切で必要なものであるというこ

ともあります。 

今そのエンブレムはダイキンの歴史館のようなところで展示

されているようです。 

これもご縁なのですね。 

ロータリーで知り合っていなければ、葬り去られていたもの

も蘇ることもあるということです。 

以上会長報告とさせて頂きます。 



 

 

２０２０－２０２１年度テーマ：「 ロータリーの原点を考えよう 」 

幹事報告 

委員会報告 

・10月は米山月間です。配布い 

 たしました米山事業の豆辞典を 

 お読みいただければとおもいま 

 す。 

・9/23にフィッシング&グルメの 

 会、さよなら丸長さんの会に23 

 名の大勢の参加いただきありが 

 とうございました。柴田会員、長 

 年のお世話本当にありがとうご 

 ざいました。 

・会員の皆様に、会員卓話をお願いしております。コロナ下 

 ではなかなか外部講師もままならない状況もあります。 

 また親睦のためにお互いによく知り合う必要もございま 

 す。柘植委員長からお声がけがありましたら何卒ご協力 

 のほどよろしくお願いいたします。 

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

決勝戦が、13日が雨天の為中

止になり、20日に延期になりま

したが行われ閉会式を迎えるこ

とができました。 

日程が延期したため、会長幹事の代理で、中村和子副会

長、林芳史副幹事に来ていただきあと、青少年育成委員

会野島委員長ならび副委員長3人で、参加してきました。

今回はコロナ禍の中での開催となり色々と制限され、練習

不足等懸念されてましたが、大変有意義な大会になった

みたいで、西支部少年野球関係者各位からは感謝の念を

頂き、すがすがしい少年たちの笑顔のもと終えることができ

ました。  

    

    ニコニコ箱 

 

水城君・・・毘舎利さんごちそうさまでした。柴田さんまる 

      ちょうインター店３０年間ありがとうございました。 

吉村君・・・１０月土曜日１１：３０－４０和歌山放送に出席し 

       ます。 

橋本忠美君・・・私のゴルフ人生もそろそろ終りに近づいて 

          来ました。みな様お世話になりました。 

湯山君・・・柴田さん、お世話になりました。 

宮本（憲）君・・・丸長さんお別れ会出席できず申し訳ござい 

          ませんでした。いままでどうもありがとうご 

          ざいました。 

戸井君・・・越部会員にお世話になって。 

前嶋君・・・ケイタイのケースに入れて見るのが遅れてスミ 

       マセン。 

江口君・・・楠部さんに写真をいただいて。 

 

  

    計￥ 15,000 -  累計￥ 760,000 - 



 

 

２０２０－２０２１年度テーマ：「 ロータリーの原点を考えよう 」 

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 
 

 昨年、中華人民共和国で確認された新型コロナウイルス

感染症は、我が国を含む全世界に拡大し、この影響を受

け、特に観光関連産業では相次ぐキャンセル、観光客の

激減により、大幅な減収に見舞われています。 

 このため、県では絶えず県内企業の業況把握を行い、国

や県などの支援施策について、いち早く情報提供するなど

効果的な支援を行うことにより、観光産業の維持に努めて

います。 

現在、長期間にわたる外出自粛などによる閉塞感から抜

け出し、本県の豊かな自然に癒され、大いにリフレッシュし

てもらうため、「蘇りの地、わかやま」キャンペーンに取り組

んでいます。 

キャンペーン第１弾として、県内各地の観光スポットを巡

る「わかやまの休日」２ndスタンプラリー、日本書紀編纂１３

００年となる今年、本県ゆかりの古事記や日本書紀関連ス

ポットを巡る「わかやま記紀の旅」周遊スタンプラリーやあら

ゆるサイクリストを対象とした「WAKAYAMA800モバイルス

タンプラリー」3rd seasonを開催しています。 

この他、本県では、キラーコンテンツである世界遺産「高

野山・熊野」はもちろん、自然をテーマにした「水の国、わ

かやま。」やサイクリングと旅を融合する「サイクリング王国

わかやま」、歴史・文化をテーマにした「わかやま歴史物

語」、「日本遺産」などの取組を進めています。 

最近の話題事項としては、今年６月、新たに”修験道は

じまりの地”である「葛城修験」と「女性とともに今に息づく女

人高野」の２件が日本遺産に登録されました。これを受け、

受入体制の整備や認知度向上のための取組を進めていま

す。 

これからも引き続き、新型コロナウイルス感染症の状況や

社会情勢を十分勘案し、重点地域や手法、時期などにつ

いて情勢に応じた検討を加えながら臨機応変な対応に努

め、将来の本県の観光を見据えた施策を展開していきま

す。  

本日は、和歌山県 商工観光労働部 観光振興課 企画調

整班 主査  藏光 良 様にもお越し頂きました。 

柘植義信員プログラム委

員長より小路哲生様のご

紹介がありました。 



 

 

２０２０－２０２１年度テーマ：「 ロータリーの原点を考えよう 」 

親睦活動委員会メンバー   ゴルフ同好会 

 

ゴルフ同好会、９月度月例、通算68７回が９月２７日（日） 

有田東急ゴルフ倶楽部にて開催されました。 
 

優勝は、小野正克会員でした。 

 
 

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。 

 

今後の予定は 

１０月２５日（日）・１１月１５日（日）集合時間 ８時 場所は 

和歌山カントリークラブとなっております。 

皆さんのご参加どうぞ宜しくお願い致します。 


