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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１１月２０日（金） 

出席報告    会員７９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７３．４２％ 

ゲスト 
米山奨学生・・・・・・グラン ティ トゥ チャン さん 

先日、藤本さんの新入会員歓

迎会には沢山の方にご参加頂

きましてありがとうございました。

親睦さんには、いろいろとご面

倒をお掛けしましたが、引き続

き明後日からの親睦旅行では

お世話になります。宜しくお願

い致します。 

商業の町といわれる大阪は、古

くから「水の都」と言われていま

す。 

「浪速の八百八橋」と言われるように、沢山の橋が架かって

います。 

あの橋は全て大阪の商人達が、自分たちの地域社会は自

分たちで作ろうと言って、民間の力によって橋を架けて

いったものなのだそうです。 

まさしく、大阪の町は民の力によって発展したのです。 

 従って、渡辺橋というのは、渡辺さんという人が架けた橋

であろうと言うことですし、淀屋橋というのは、現在も淀屋橋

の近くにある淀屋さんが架けた橋であり、肥後橋は、肥後

の国、熊本出身の方が架けたものと思われます。 

このように大阪の橋の名は、大阪商人達が自分の名か、或

いは自分にゆかりのある名前を付けていったのです。 

ところが、ただ一つ「心斎橋」というのがあります。 

なぜこのような名前が付けられたのかというと、江戸時代に

鴻池又四郎他4人が相談して「懐徳堂」という論語塾を作り

ました。元来、大阪というところは、有名な緒方洪庵の「適

塾」ほか私塾の多いところでありまして、大阪商人達が、毎

晩仕事を終えてから、その論語塾に通い、孔子の教えを学

んだのです。このことが大阪商人達の商業道徳即ち、「職

業倫理」の基本になっていると言われています。 

孔子が弟子に諭した言葉に「仁の道は貧富に関わりなく存

在する。先ず心を洗え」という言葉があります。 

大阪商人達が、この言葉に感動して、心を洗う、心を斎し

む(つつしむ)橋、と書いて、「心斎橋」と名付けたのだそうで

す。 

このことは、橋を架けたり、職業倫理を確立するという奉仕

の実践の前に、先ず懐徳堂という論語塾で心を磨く、奉仕

の心を磨くことの重要性を物語るものであります。 

ロータリークラブは、懐徳堂のようにロータリアンが奉仕の

心を磨くところなのであります。日本ロータリーの創始者米

山梅吉先生が「ロータリーの例会は人生の道場である」と

喝破(かっぱ)されたことは、まさにこのことを物語るのであり

ます。 

幹事報告 

・和歌山放送チャリティーミュージック 

 ソンの募金箱回させて頂きます。 

・2021年国際ロータリー年次大会(台 

 北大会)参加旅行募集案内がきて 

 います。大会登録申込締切は 

 2021.3.24です。 

・ロータリー財団から寄付に関する表 



 

 

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 

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11月分をお渡ししました。 

青少年育成委員会 

 野島好史委員長 

本年度児童養護施設奨学生

確定について 

11月7日PM1：30より坂東会員

のバンドー設備本社にて本年

度奨学生(来年４月より支給)の

面接を実施しました。選考委

員は会長、幹事、青少年担当

理事、青少年委員会の正副委

員長の7名、面接対象は市内児童養護施設より推薦された

2名の高校生です。 
 

面接は1人20-30分程度でした。面接終了後選考委員によ

る投票により、本年度奨学生は旭学園推薦の前田爾那(ニ

ナ)さんに決定しました。その後持ち回り理事会において正

式承認されたのは先週会長より報告が有った通りです。 
 

前田さんは和歌山工業高等学校の学生で志望は建築で

す。既にOAで大阪工業技術専門学校に入学も確定してお

り、高校では建築士会連合会主宰の建築甲子園で受賞す

るなど、将来の希望が明確な事が選定の決め手になりまし

た。入学後はインテリアコーディネーターや建築士の試験

にも挑戦するとのことです。今後の活躍を大いに期待して

います。因に前田さんは前々年度奨学生の前田希穂さん

の妹さんで、姉妹揃っての奨学生合格となりました。 
 

今回奨学生選定で始めて推薦２名になり、その中から1人

選ぶのはかなり悩みましたが、事前の資料も有ったので公

平な選定が出来たのでは無いかと思います。予定では次

年度は３名の候補から１名を選ぶ事になりそうです。和歌山

南ロータリーの奨学金制度が認知されて来たのは嬉しい事

ですが、それだけ責任も増していると言う事を痛感致しまし

た。 

 彰バナーをいただきました。 

・55周年で整備した和歌山城のスロープですが、この度、 

 和歌山市が修理して下さることになりました。 

・新入会員の勧誘についてすすめています。みずほ証券さ 

 んの方では、樫畑会長、村上会員に大変お世話になりあ 

 りがとうございました。 

・12月以降の例会日程ですが、 12/20クリスマス例会、 

 12/25休会、1/1休会、1/8新年例会となっています。 

・例会終了後、５名の指名委員さんで指名委員会が開催さ 

 れ委員長が選出されます。 

 

    ニコニコ箱 

 

本人誕生日・・・岩橋君 

事業所創立・・・雑賀君 

 

前窪君・・・ゴルフ例会11月分優勝させて頂きました。 

井口（廣）君・・・60周年記念誌用の写真の用意が出来まし 

          た。どうか皆様も早目の準備をお願いいた 

          します。 

栗本君・・・チャンさん卒論がんばって！ 

水城君・・・○ゴルフ最高スコア更新お礼○保井さん戻って 

       おいでよの会ご参加頂いたメンバーの皆様あり 

       がとうございました。岡崎さんごちそう様でした。 

湯山君・・・山本さん、大根楽しみです。 

       みなさんコロナに負けないように。 

戸井君・・・広瀬さんごちそうさまでした。 

 

 

    計￥ 35,000 -  累計￥ 1,262,680 - 



 

 

２０２０－２０２１年度テーマ：「 ロータリーの原点を考えよう 」 

第２回 I.D.M. 発表 

テーマ 
1.2021年－22年度理事指名委員の選出 

2.６０周年 各委員会の取り組みについて 

3.職業奉仕の関連として 
 コロナ時代における職業奉仕のあり方、すなわちお仕事の 

変化について、各自、メンバー各社(者)における変化につい

て話し合っていただき、それぞれの情報を、メンバー各社の

経営(職業奉仕)の参考にできたらいいかとおもいます。 

大林久夫 R情報委員長 

１班 
日時：11月10日（火）18：30～ 

場所：サンクシェール（ダイワ 

  ロイネットホテル和歌山３F） 

リーダー：庵田、当番：林（芳） 

委員：井口（善）、岩井、嶋谷、 

   戸井、南方、村上、大山、 

   上西、田村、橋本忠美、 

   保田 

メイキャップ：植田 

 

１．２０２１年－２２年度理事指名委員 

保田隆紀会員に決定しました。 

２．６０周年各委員会の取組みについて 

１班は、記念例会・懇親会の委員会でのＩＤＭとなりました。 

①記念例会の来客について 

・和歌山市長、市内９クラブ各会長 

・青少年育生、奨学生（卒業生も案内する） 

・米山奨学生 

・５５周年で実施した和歌山南ロータリーＯＢへの案内につ 

 いては理事会で計る事となった 

・コロナ禍の為、姉妹クラブ 岡山ロータリー、新済州ロータ 

 リーは出席を見送ることで決定 

 

②記念例会プログラムについて 

・物故会員の追悼 

・チャーターメンバー山中静会員への表彰 

・児童養護施設への教育機器贈呈式 

・６０周年記念奨学生へ贈呈式 

 を盛り込みタイムテーブルは５０分の予定となりました 

③懇親会の内容について 

・姉妹クラブからのビデオメッセージによる式典参加 

・樫畑会長からのリクエストは上品な女性アーティストによる 

 演奏 

・（この件については具体的な所まで決定致しませんで 

 した） 

・懇親会での会員奥様の出席を無料にするのはどうか？ 

 また奥様方に舞台に上がってもらえるようなアトラクション 

 があっても良いのでは？ 

このコロナ禍の見通しの悪い中で、６０周年記念事業を計

画・実行する事は大変難しいと思うが、委員会が一致団結

して成功させようという事で締めくくられました 

 

３．職業奉仕の関連として（コロナ禍で状況報告） 

・１班のメンバー職業は、医療関係、サービス業、不動産 

 業、建築関係 

 酒類販売、文具販売、司法書士 と多種にわたりました。 

 コロナ禍の中、売上げが伸びた業種はいませんでした。 

・とりわけ、コロナ禍の影響を大きく受けているのは飲食に 

 直結する酒類販売業ということです。 

・不動産業に関しては、売上げの変動なくコロナ禍による影 

 響は今のところ出ていないとの事。 

・大阪では、電車通勤が感染リスクが高い為、中古車が売 

 れているとの話題もありました。 

・この戦後最大の危機を、酒と笑いで吹き飛ばすそんな雰 

 囲気の漂うすばらしいＩＤＭでした。 

2班 
日時：11月5日（木）18：30～ 

場所：木村屋 

リーダー：三木、当番：海堀 

委員：柘植、楠部、田邊、 

    野島、中村、宮下 

メイキャップ：岩本 

テーマ１ 理事指名委員の選 

 出について 

 海堀が選出されました。 

 

テーマ２ 60周年の各委員会の取り組みについて 

2班は記念事業部会の集まりと言うことでして、リーダーの

記念事業部会長三木先生から資料を踏まえて取り組みに

ついて全般的なご説明をいただきました。記念事業のテー

マとして「子ども達の夢と未来のために」とのテーマを掲げ

ています。子ども達が健全な夢を持って自分の将来未来を

考える上で大事なことの1つとして自分たちの生まれ育った

土地の歴史を知り、文化を愛して故郷に誇りと自信を持っ

て社会に発信していくこと、つまり郷土愛を育むことが大事

ではないかということが考えられるのではないか。そのため

にRCとしてなにができるか、それを考えて記念事業につな

げていきたいということであります。 

 その具現化として、和歌山の歴史的、文化的なお祭り、

音楽祭を子ども達に知ってもら機会を設けることで郷土愛

を育む一助となることを目的とする。そのために「和歌祭実

行委員会」、「きのくに音楽祭実行委員会」の活動の支援を



 

 

２０２０－２０２１年度テーマ：「 ロータリーの原点を考えよう 」 

おこない、当クラブの60周年記念事業として子ども達の前

で和歌祭の渡御を舞台で披露いただくこと、きのくに音楽

祭コンサートで演奏をおこなっていただくことを企画してい

ます。これらは60周年記念式典に華を添えるということを趣

旨とするものではなく、記念事業の目的に従って時間と場

所を提供することを趣旨とするものです。加えて、和歌祭

り、きのくに音楽祭の広報としての機会としても利用いただ

くことを記念事業の目的としても併せ持っているものです。 

 また国連難民高等弁務官事務所に勤めておられたロー

タリ財団学友中村恵氏の「子ども達の夢と未来のために」と

のテーマで講演をいただき子ども達が和歌山から世界に

向けて夢と未来を考える機会を提供することをも考えてお

ります。 

 さらに市内養護施設の子ども達の「夢と未来のために」、

60周年記念奨学生の選定を行い、教育機器等の記念品

の贈呈を行うことを考えております。 

 

テーマ３ 職業奉仕の関連としてコロナ時代における職業

奉仕のあり方、お仕事の変化について 

  概ね、コロナ禍による影響を大なり小なり受けていると

いうお話でした。春ころに影響が出ていたことが多いようで

したが、現在は戻りつつあるという状況のようでありました。 

  しかし、ウイズコロナの時代になり、テレワークなど働き

方の変化から今後の和歌山での業務に影響が出てくるの

ではないかという話もあり、それが良い方向であるかどう

か、意外にいけるという意見もありました。飲食業や宿泊業

など業種により厳しい影響を受けているであろうと言うお話

もありました。ただ、地方の中核都市を気に入っている人も

いるというお話もあり、知事も和歌山の中心都市を売り込ん

でいることもあるが、それがどうなるかという話もありました。

ソーシャルディスタンスという点も和歌山は人口密度からす

れば助かっているところがある。世代が変わることにより住

宅にかける費用など住宅の使い捨て化など消費行動の変

化もあり、それへの対応をしつつ業務を行う必要がある、

多角経営化したほうが良いのではないかという意見もありま

した。また国のコロナ対策がありつつも、学生などはアルバ

イト収入が減ることによって消費行動が影響を受け、支出

が出来なくなるなどの問題もあること等の指摘もありました。

テレワークもそのインターネット通信の特性から使用できな

い場合もあり、その特性に応じた工夫が必要となる場面が

あることなどの指摘もありました。また人々の中のコロナへ

の恐怖心がなくならない限り、コロナ禍が鎮まってもコロナ

前の生活に戻れることはないのではないかというお話もあり

ました。また、事業の収益が事業の専門性を高めることで

得られている場合にはあまり影響がなかったというお話もあ

りました。 

最後に 

メイキャップをしていただいた岩本さんの叙勲後のIDMとい

うことで楠部さんからお祝を踏まえて乾杯の発声やお祝い

ムードに包まれた楽しいIDMでした。 

3班 
日時：11月4日（水）18：30～ 

場所：センプレコンテ中島店 

リーダー：野村、当番：西村 

委員：石橋、島村、井口（廣）、 

    樫畑、水城、窪田 

メイキャップ：中村 

 

テーマ１ 2021年―22年度理 

 事指名委員の選出 

 私、西村昌記が選出されました。 

 

テーマ２ 60周年 各委員会の取り組みについて 

60周年井口実行委員長がメンバーにおられましたので、

2021年4月25日県民文化会館小ホールで行われるイベント

の概要についてお話いただきました。 

素晴らしいイベントではあるが、コロナの影響で開催できる

のかどうかが懸念されるとのことでした。 

記念誌については、ユーチューブを使い動画で映像を残

すという企画を、動画のアップの方法から石橋さんからお

話いただきました。 

野村部会長から、5年、10年後に見た時に写真では伝わら

ない臨場感のあるタイムカプセルにしたいので、ぜひ皆さ

んでチャレンジしてほしいとのことでした。 

もし失敗して取り消したい場合も、やり方がわからなければ

石橋さんに連絡いただければ対応できるので、気軽にトラ

イしていただきたいです。 

 

テーマ３ 職業奉仕の関連として 

テーマ２の県民文化会館で行われるイベントに関連する、

イベントで人を集める際のコロナ対策に関して、私西村から

自身が経験し、見たこと聞いたことを話させていただきまし

た。 

今の状況で人を集めてイベントを主催するということは、万

が一クラスターが発生した場合にどう対応するか、そうなら

ないようにどういう対策をしておくかということが問われま

す。 

もし、なんの対策もしないまま行った場合、なにもなければ

問題ありませんが、万が一クラスターが発生した場合に主

催者は非常に厳しい追及を受ける可能性があります。 

ではどのような対策があるのかというと、大きく分けると参加

者と関係者の２つに分かれます。 

参加者に関しては、マスク着用、入場時の体温チェックや、

アンケート形式による直近の健康状態のリサーチなどがあ

ります。また、コロナ感染者が参加していたということが後日

判明した場合に、イベントでの濃厚接触者がだれであるか

がわかるように、どの席にだれが座っていたかということも把

握しておくというのもあります。 

関係者に関しては、参加者同様に体温チェックや健康状

態のリサーチもありますが、その場で判定がでる抗体検査

キットを使用するということもあります。（これらは実際に私も

体験しました） 

最も厳しいと聞いたのは歌舞伎の公演で、関係者は全員

PCR検査を行ったというのも聞きました。 

また、関係者はできるだけ接触を避けるため、楽屋挨拶や
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イベント終了後の打ち上げ等も一切禁止というのが最近の

スタンダードです。 

10月10日、11日と2日間にわたって大阪の万博公園で、多

数のアーティストが集まって野外音楽フェスが行われまし

た。 

参加人数は1日あたり2万人が上限で、主催は大阪府、後

援が経済産業省（いわゆる「国」）でした。 

参加者へのコロナ対策は、前述のものに加え（アンケート

はスマホからできるようにしていました）、野外なので参加

者全員にディスタンスシート（1.5m×1m）のレジャーシート

を配布するということまでやっていました。また、参加者がど

この誰であるかがわかるように、大阪府が作ったコロナ感染

追尾システムに登録することが義務付けられていました。

簡易トイレもいままで見たことのない大きな簡易とはもはや

言えないような立派なトイレを仮設していました。 

関係者へのコロナ対策は、前述のものと徹底して接触を避

けるというものでした。通常、数組のアーティストが同じイベ

ントに参加する際には、お互いに挨拶するのが当然です

が、この時は一切禁止とされていました。 

実際これが功を奏しました。 

イベントの次の日、1組のアーティストが体調不良を訴え、

検査の結果コロナに感染していることが判明しました。 

しかし、徹底して接触を避けていたため濃厚接触者はその

アーティストの関係者だけで他の関係者に感染することも

ありませんでした。 

このイベントで感染したわけでもなく、このイベントで他の関

係者に感染することもなかったので、イベントがコロナ関連

のニュースで取り上げられることもなく済みました。 

コロナ対策は費用がかかるものもありますが、主催者が考

えて実行するだけのものもあるので、どこまでなにをするか

というのを検討してみるべきだと思います。 

4班 
日時：11月4日（水）18：30～ 

場所：木曽路 

リーダー：山田守、当番：前畑 

委員：岡崎、堀井、毘舎利、 

    栗本、田中（祥）、前嶋 

1．理事指名委員 前畑 

2．第4班 姉妹クラブ部会 

先日 岡山・新済州の両姉妹を

公式のクラブ事業としては招待

しないという決定。 

（コロナの為） 

両姉妹クラブからビデオメッセージで式典参加をいただく

予定。→ 部会で段取りをする。 

新済州ＲＣより60周年記念として、国際交流の証として記

念事業を共同で行いたい。その資金として１００万円をいた

だく。という提案がある。 

また新済州ロータリーも40周年を迎えており、そのお返しと

してこちらとしても現地での共同事業を展開したい。 

和歌山南ロータリークラブ60年の歴史、歴代会長の国際交

流への関わり、姉妹倶楽部との交流の歴史などからぜひ記

念事業を共同で実現したい。 

3．職業奉仕の在り方 （コロナによる変化） 

栗本 花王が1ケ月休む。その影響が。 

堀井 あまり影響はない。新築は少ないが。改修は増えて 

    きている。現場ではマスク着用。 

毘舎利 現状影響は少ない。金融機関より融資を増やすよ 

      う勧誘が多い。 

     ＊建設関係は現状直接的な影響が少ない。 

岡崎 接客・配達 マスク着用 除菌を徹底。 

    売り上げにも影響 

田中 弁護士 コロナによる売り上げへの影響は少ない。 

    ただし前向きな案件が少なくなってきている。 

    倒産関連は和歌山ではまだまだ少ない。 

    相談 衝立・消毒・マスク  

前嶋 コロナ初期は来院を控える傾向が強かった。 

   春は軽傷は我慢していた。 薬のみ出してほしい。と 

   の依頼が多かった。 

   夏以降は通常に戻っている。 

   売り上げは落ちていない。 

山田 テニススクール 21~22パーセント減 助成金がもら 

    えない程度の落ち込み。 

    テニスのボランティアがことごとく中止。イベントもす 

    べて中止。 

   イベント収入 → 協会に入る。 

   大会も無観客・イベントがないので 日本テニス協会 

   など協会は大赤字 

前畑 観光業 大きな影響 3月から6月までほぼ売上無 

    し。 

    和歌山県民リフレッシュＣＰ・ＧｏＴＯトラベルで国内 

    旅行は大きく回復。 

    海外旅行は全く見通しが立たない。 

5班 
日時：11月4日（水）18：30～ 

場所：わいんの玉手箱 

リーダー：前窪、当番：雑賀 

委員：佐藤、広瀬、宮本（憲）、 

   山田（昭）、大工、藤林、 

   宮本（保）、湯山 

メイキャップ：山本、大林 

1. 理事指名委員の選出は、 

  山田昭子会員に決まりまし 

  た。 

2. 5班は、入会年数が浅いメンバーで構成されていまし

た。 

会員一人一人がロータリークラブについて疑問や感じたこ

となどを発表し、リーダーの前窪会員が答えるという形でし

た。 

・年間の出席率は？ ・会長、幹事は何年先まで決まってい

ますか？ ・入会してから2年間親睦委員会に入りますが、

他の委員会に配属したら早くロータリーのことが分かって良

いのでは？ ・和歌山市内にあるロータリーの統合はありま

すか？・年会費の増減はありますか？ ・入会の基準はあり

ますか？・どこのクラブも米山に出向はあるのですか？・会

員を増強する時に何を一番にPRしたら良いか？ ・ロータ

リーを一言でいうと？・ロータリーは、人を見る視線が柔ら
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かい、優しい。 

これらの内容に的確に答えて頂きました。 

また、ロータリーを分かるのに10年くらいは掛かります。積

極的に参加してください。時間の使い方が上手くなると思

います。隣に座られている方と積極的に話してください。違

う業種の方々が集まっています。自分のために色んなこと

が身に付くと思うのでフルに利用してください。 

東京の帝国ホテルや大阪のリーガロイヤルなどメイキャッ

プは是非行ってください。メイキャップは権利です。南ロー

タリーの会員証を見せれば行けます。 

出席率、同好会、ロータリーの友、地区、クラブ、米山記念

奨学会について、などの説明がありました。 

3 職業奉仕については、ロータリーの考え方を自分の職

業の中に持ち込み浸透させていく。従業員の考え方が良く

なっていくように！ 

その後、乾杯をし、美味しい食事やお酒を呑みながら、楽

しく和気あいあいとお話もでき、親睦を深めることが出来た

と思います。 

親睦活動委員会メンバー 

 カラオケ同好会 

 2020・11・10 

 第１３８回例会 

☆次回開催日 １2月１日（火） 


