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2020年１０月 第３週 

  

  ２０２０年１０月１６日（金） No.２８１８ 

 第２８７４回 例会 

 ○ ソング「我等の生業」 

 〇 卓話 「ベトナムと日本の違い」 

     米山奨学生 

      グェン ティ トゥ チャン さん 

 

 １０月２３日（金） 

 ○ ソング「紅葉」 

 〇 卓話題 未定 

    岡畑興産株式会社 取締役会長 

    緑風舎 舎主 

            岡畑 精記 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１０月 ９日（金） 

出席報告    会員７９名（出席規定適用免除会員９名） 

          出席５３名  ホームクラブ出席者６７．０９％ 

本日は、和歌山大学名誉教

授佐藤さま、防災についての

卓話を宜しくお願いします。 

そして本日は新入会員がお越

しです、後ほどご紹介がありま

すので楽しみにしていて下さ

い。 

皆様のテーブルに、特別祈願

申込書を置かせて頂いていま

す。 

詳細については後ほど幹事から報告がありますが、1千円

の寄付で、うち500円がポリオ、500円が高野山での祈祷料

です。We serveではなくI serveということで、全会員にお願

い致します。 

 

例会出席の意味についてお話ししたいと思います。 

少し遠回りな話にはなりますが、 

スイスの片田舎で、お婆さんが笊(ざる)の中に羊の毛を入

れて、それを綺麗な小川の流れに浸して洗っていました。 

そこへ牧師さんが通り掛りました。 

「お婆さん。貴女は、毎週日曜日に教会に来て私の説教を

聞いているから、さぞかし、よい話を沢山覚えただろうね。」

と言いました。 

お婆さんは言います、「ところが、牧師さん。いくらいい話を

聞いても、すぐ忘れてしまいますから、何も覚えていません

よ。でも、私はそれでいいと思いますよ、牧師さん。この笊

の中を見て下さい。笊の中には、どんどん水が入ってきま

すが、すぐに笊の外へ流れさります。しかし、そのために笊

の中の羊の毛は、こんなに綺麗になっているではありませ

んか。私も牧師さんの話を聞いては忘れ、聞いては忘れて

しまっていますが、それで私の心は少しは綺麗になってい

ると思いますよ。」 

 

この話は、一体何を意味するのかと言いますと、聞いては

忘れ、聞いては忘れながら、水で洗われる笊の中の羊の毛

のように、自分自身が磨かれていくことを意味しているので

あります。 

したがって、私達は、忘れることを恐れてはなりません。で

きるだけ沢山の人の話を聞き、沢山の本を読み、そして、

聞いては忘れ、読んでは忘れるものであります。 

これが知恵というものであります。単なる知識ではないので

す。 

ロータリーが寄付団体であれば、毎週出席する必要はあり

ません。 

ロータリーは寄付団体ではなく、倫理団体だからです。 

ロータリアンも必ず毎週一回の例会に出席して、お互いに

心を磨き合うのであります。これがロータリーの原則です。 

その理由は、ロータリー運動が倫理運動だからです。 

世のため人のために倫理を提唱していくためには、先ず

ロータリアン自身の倫理を高めなければ、世の中に倫理を

提唱することはできません。 

したがって、ロータリーは毎週例会に出席することが必要

だということです。 



 

 

２０２０－２０２１年度テーマ：「 ロータリーの原点を考えよう 」 

幹事報告 

米山記念奨学会 

親睦活動委員会 出席委員会 

戸井委員   越部委員長 

・藤本新入会員ようこそ。今年度最

初のクラブ最年少記録の入会者で

す。推薦者の橋本会員、島村会員

ありがとうございました。また、保井

元会員、梶岡元会員への入会お

誘いにも皆様のご協力よろしく願い

いたします。 

・秋 の 親 睦 旅 行 の ご 案 内 で す。

11/22～23で、紀南方面を旅行しま

す。ふるってのご参加をよろしくお

願いいたします。 

・きのくに音楽祭が始まりました。10/4に樫畑会長、三木部

会長と観賞してまいりました。 

・世界ポリオデー10/24土曜日に高野山に地区で祈祷い

たします。皆様には一人1000円のご協力(半分は基金、半

分は祈祷料)をお願いいたします。 

委員会報告 

①雑誌・広報委員会  前田耕道委員 

 横P3、IRクナーク会長のメッセージ。

彼はオンライン推進派。RCはデジタル

文化と融合した革新的であるべき。例と

してオーストラリアのソーシャルインパク

トネットワークRCを激賞。10月は米山月

間。P16、17の資料より、わが2640地区

は小規模ながらよく頑張っている。縦

P25、ロータリーアットワークでは、川崎

西北RCは、コロナ患者を収容している

市立川崎多摩病院の医療従事者に焼

きたての焼鳥1500本を寄贈の記事が出

色。 

 

②親睦活動委員会 井口善隆委員長 

 秋の親睦家族旅行、出欠を昨日より

FAXで流させていただいております。

10月のGOTOキャンペーン状況、コロ

ナ状況の見極めが難しく、ご案内が遅

くなってしまったことをお詫び申し上げ

ます。 

 10月の理事会にいおいて、①沖縄②

県内③中止の審議をいただいたところ、県内と決定されま

したので、勝浦への旅行となっております。 

 10月23日が〆切りとなります。よろしくお願いいたします。 

 

③プログラム委員会  柘植義信委員長 

 過日プログラム委員会を開催しました。

卓話の充実を中心に話し合いました。会

員卓話を積極的に依頼していくことにし

ました。是非ふるって卓話をお願い出来

ればと存じます。会員皆様のご協力をお

願いいたします。 

 

④60周年実行委員会 

記念誌部会 野村壮吾部会長 

 10月8日、第1回編集会議を開催し

ました。50周年の記念誌を参考に編

集を進めることとしました。なお、会員

紹介ページの原稿は、令和3年1月末

に〆切りますので、皆さんご準備をよ

ろしくお願いいたします。今回は、写

真に加えて動画でのPRもできる様に考えています。お楽し

みに！ 

 会員の皆さん、ご協力よろしくお願いいたします。 

SAAソング委員会 

  北芝副委員長 

前窪貫志パストガバナーに米山記念奨学会より理事任期

満了への感謝の意を表しての感謝状が届きましたので樫

畑会長よりお渡し致します。 



 

 

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－」 
 

和歌山県情報化推進協議会(WIDA) 

 幹事長   佐藤 周 様 
  

 臨時災害放送とは、大きな災害が発生した場合に、その

被害を軽減するために役立つことを目的として行われる放

送であり、FM 放送波が利用される。放送局(臨時災害放

送局;臨災局)は市町村が総務省に開設免許の申請をして

設置されるが、既存のコミュニティFM放送局が転換する場

合と新たに開設する場合がある。 

 臨災局は機材が安価・簡易であるため容易に設置するこ

とができ、視聴者が停電時でも車載ラジオや携帯型ラジオ

を通じて聴くことができるため、東日本大震災や熊本地震

などで多くの被災自治体が開設し、被災直後から最長 7年

程度まで住民に災害復旧や復興のための情報を送った。

南海トラフに関わる地震や津波、あるいは豪雨災害の被害

が予想される和歌山県でもその利用が期待されており、開

設に向けた様々な取組が行われている。 

 臨時災害放送を行うためには、放送機材と運営スタッフ

を確保した上で、開設訓練を行うことが必要である。放送

機材は臨災局開設を希望している自治体が購入すること

を想定しており、導入を容易にするため共同購入や県から

の助成を利用することなどを検討している。運営スタッフ

は、機器の設置・運用に関わるが、それ以外に被災地に関

わる情報の収集や整理、原稿の作成が欠かせない。深刻

な被害が予想される和歌山県下の市町村では人材が不足

し、情報収集に苦慮すると考えられる。これを補うため、被

災地にある高校や中学の生徒、地元住民に情報収集の役

割を担ってもらう情報ボランティアの育成を計画中である。

県内の高校等で自主的に学ぶための教材を開発する予

定であり、それに基づいた研修を行った後、臨時災害放送

局開設訓練を実施する。これまで予備的に8回の訓練を

行っており、今回はこれまでWIDAが行ってきた取組につ

いて紹介する。 

新 会 員 

氏  名  藤本 知輝 （ふじもと ともき） 
生年月日  平成4年4月13日 おひつじ座 

職業    建設業 

家族構成  妻・彩（あや）25歳 

        息子・桔平（きっぺい）0歳 

趣味    スポーツ 

一口メモ  

和歌山南ロータリークラブに入会させていただけること、

とても嬉しく感じています。若さを出していけるように頑

張りますので、ご指導の程よろしくお願い致します。 



 

 

２０２０－２０２１年度テーマ：「 ロータリーの原点を考えよう 」 

 

 

    ニコニコ箱 

 

 

事業所創立・・・井口（善）君・柴田君 

橋本忠美君・・・藤本知輝（ﾄﾓｷ）君入会記念として 

島村君・・・藤本さん(大学の後輩の）に御入会いただい 

       て！！ 

前窪君・・・米山さんから何か頂けるそうで！ 

植田君・・・越部さんに送って頂いて。 

南方君・・・本年度会員増強第１号で藤本会員に入会いた 

       だいて。 

藤林君・・・野島さんごちそうさまでした！ 

樫畑君・・・越部さんにお世話になりました。大林さん昨晩 

       はありがとうございます。 

柘植君・・・大林さんいつもありがとうございます。 

水城君・・・藤本会員ご入会おめでとうございます。 

前嶋君・・・チョットかなしい事があって。 

 

 

  

    計￥ 37,000 -  累計￥ 930,000 - 

親睦活動委員会メンバー 

 カラオケ同好会 

 2020・10・6 

 第１３７回例会 

☆次回開催日 １１月１０日（火） 


