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  ２０２０年１２月２０日（日） No.２８２６ 

 第２８８２回 例会 

 ○ ソング「 きよし この夜 」 

 〇 クリスマス家族夜間例会 

    ダイワロイネットホテル和歌山 

          １８：0０～ 

 １２月２５日（金）休会・２０２１年１月１日祝日休会 
 

 

 ２０２１年１月８日（金） 

 ○ ソング「君が代・奉仕の理想」 

 〇 新年例会 

 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１２月１１日（金） 

出席報告    会員７９名（出席規定適用免除会員９名） 

          出席６２名  ホームクラブ出席者７８．４８％ 

さて、野島委員長担当の児童

養護施設等協議会が今週火曜

日に開催され出席させて頂きま

した。非常に有意義な話し合い

を持つことができましたことをご

報告させて頂きます。 

金谷さん、藤林さん、坂東さん

各副委員長の皆さん、そして青

少年奉仕海堀理事、お疲れさ

までした。 

この委員会は、どのように活動しているのか会員の皆さん

には分かり辛いところがあります。野島委員長もそれをよく

理解しておられるので、奨学生に対して、クラブに顔を出

すよう引っ張り出そうとしてくれているのですが、ほとんどの

子供たちが施設を出ると、施設出身であることを隠す傾向

があるようです。私も個人的には支援奨学生の同窓会的な

ものがあればいいと思うのですが、逆に彼らとしては迷惑に

なることもあるということです。難しい課題がある中で前向き

に進めて頂いていて頼もしく感じました。 

 

さて、新型コロナ感染拡大が続いています。近隣ロータ

リークラブでは例会休会の案内が届いています。 

和歌山県秘書課から要請が届いています。 

内容は、大勢での飲食や高齢者などのカラオケは自粛す

るようにとのことです。 

2640地区からはアンケートということで、例会の開催状況に

ついて提出をしておりましたところ、その集計結果が届い

ておりました。 

それによりますと、全67クラブ中64クラブが回答をされてい

て、通常通り例会が開催されているのが50クラブということ

です。マスク着用やアルコール消毒、体温測定などを実施

しているクラブもかなりあります。 

大阪モデルレッドステージということでもあります。 

先週の理事役員会におきまして、今月20日に予定されて

いるクリスマス例会の開催如何についても協議致しましたと

ころ、結論は、対応さえしっかりしていれば大丈夫であろう

ということで開催しないとの意見はありませんでした。 

そのようなことで、現時点では、予定通り開催することにな

りました。 

ただ、`しっかりした対応’ということについてです。 

改めて皆さんにお願いします。 

もし、体調などで不安のある方は出席を見合わせることも

検討頂きたいのですが、現在迷っているという方はおられ

ますか? 

席を立ってのお酒の注ぎ合いや、特に同じグラスでの回し

飲みはご法度です。 

私も皆さんに注ぐのは控えさせて頂きますので、お許し頂

きたいと思います。 

予めご理解の程宜しくお願いします。 

ゲスト 
米山奨学生・・・・・・グラン ティ トゥ チャン さん 



 

 

２０２０－２０２１年度テーマ：「 ロータリーの原点を考えよう 」 

①雑誌・広報委員会 

 柘植義信委員 

 ロータリーの友12月号につい

て紹介します。今月号は癌予防

と治療月間の特集です。特集と

して、環境中の有害物質の健康

に与える影響と題して小児科医

の角田和彦さんが寄稿されてい

ます。2640地区からは、和歌山東南ＲＣで行っている少年

野球大会が35年を迎えたことが掲載されています。また、

来年国際大会が行われる台湾についての記事もあります。

どうぞご覧ください。 

 

②危機管理委員会 

山田 守委員長 

 コロナの感染者が増加してい

ます。充分気を付けて過ごして

ください。そして、来年第一例会

には、元気で出席できるように

心がけてください。 

 

③６0周年実行委員会 

記念誌部会 野村壮吾部会長 

 会員紹介ページに載せる原

稿の締め切りは、令和3年1月末

としています。年末年始は、ご

家族がお集まりになる機会も多

いと思います。ご家族団欒の様

子を写真・動画で撮影していた

だき、締め切りまでに提出して

いただきますようお願いいたし

ます。 会員の皆さん、ご協力よ

ろしくお願いいたします。 

幹事報告 

委員会報告 

・先日の理事役員会の議事録を 

 ニコニコ掲示板へ掲載していま 

 す。 

・こばと学園卒の田中優香さんから 

 お礼の手紙を頂いています。 

 そちらもニコニコ掲示板に掲載し 

 ています。 

歳末たすけあい運動に協力 

毎日新聞大阪社会事業団様より協力依頼がありました 

歳末たすけあい運動に例会時 募金箱で集めた47,172円

を義援金として毎日新聞和歌山支局長の木村哲人様に樫

畑会長よりお渡ししました。 

チャリティミュジックソンに協賛 

和歌山放送様より依頼のありました「第35回WBSラジオ

チャリティミュジックソンへの協賛金を和歌山放送 報道制

作部局次長である柘植会員に樫畑会長よりお渡ししまし

た。 

ご報告 

募金箱への寄付金は、11/20￥51,700-、11/27¥8,500-、

12/4¥41,972-計¥102,172-でした。 

和歌山放送様にチャリティミュジックソン協賛金55,000円を

残りの¥47,172-は、毎日新聞大阪社会事業団の歳末たす

けあい運動に寄付致しました。 

皆様のご協力に感謝致します。 
親睦活動委員会 出席委員会 



 

 

２０２０－２０２１年度テーマ：「 ロータリーの原点を考えよう 」 

「コロナ禍の大学生」 
 

 獨協大学4年 

    森 瑞季様 
 

 

 2020年、コロナウイルスの影響で私の人生は大きく変わり

ました。私は3年生までに単位全て取り、4年生は学生最後

の1年を謳歌する準備を進めていました。また2年生の頃か

ら就職活動に向け準備をしていました。しかし、今私はそ

の1年を家の中で過ごしています。全てがオンラインにな

り、就職活動は全て後倒し。また、実家に帰ることも許され

ず、友人に会うことも許されず、一人暮らしの家で1人ぼっ

ち。そして、テレビからは、「就職難」と言う言葉が聞こえて

きます。「私たち2021年卒はオリンピックで景気がいいか

ら」就職セミナーで言われたこの言葉を聞いたあの日に戻

りたいと何度も思いました。孤独、不安、焦りで涙が止まら

ない生活です。このような状態になった友人が私の周りに

は何人もいます。また、夢を諦めた友人もいます。 

 彼女は航空関係職を幼い頃から目指していました。彼女

もまた、この3年間その夢実現に向け様々なセミナーに参

加し着々と準備をしていました。そして2020年春、就職活

動がスタート。手書きのエントリーシートを何十社も書き、彼

女は何社も選考を進めました。しかし夏になり「航空業界採

用中断」。このニュースにより、彼女はそれまで進めていた

選考全てを失いました。結果彼女は、違う業界に大きく方

向転換する決断をしました。しかし、その決断は決して彼

女が望んで行った決断ではありません。私は、彼女の努力

を知っているからこそ、コロナウイルスにより夢を諦めた事

に悔しく思います。 

勿論、誰のせいでもない事は分かっています。しかし、私

たち大学生は夢を諦めなければいけないのでしょうか。私

たち大学生の夢は無かったことになるのでしょうか。まだま

だ感染が治らない状況を見ても、これからも私たちのように

夢を諦める人が増えると思います。すぐに対処する事は無

理でも、誰でもいいから大学生の不安に寄り添ってあげて

欲しいと私は思います。 

卓 話 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12月分をお渡ししました。 

本日のゲスト 森様・米山奨学生チャンさん・山田会員・ 

宮下会員・中村会員・越部会員で記念撮影(^_^)v 



 

 

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 

 

奥様誕生日・・・大山君 

事業所創立・・・岩橋君 

皆出席表彰・・・毘舎利君 

前窪君・・・チャン御キゲンヨウ！！ 

栗本君・・・チャンさん例会へようこそ。 

       就職に卒論にがんばって！ 

宮本（憲）君・・・岡崎さん楽しい時間をどうもありがとうござ 

          いました。戸井さん、私のマイマイあずかっ 

          ていただきありがとうございます。 

          クリスマス例会がんばります。 

広瀬君・・・ご心配をお掛け致しました。本日より復帰させて

頂きます。クリスマス例会頑張ります。 

柘植君・・・みなさま いつもありがとうございます。森さんの

卓話聞いて下さい。 

前嶋君・・・チョット良い事があって！ 

戸井君・・・岩井先生 ごちそうさまでした。 

    

 

    計￥ 26,000 -  累計￥ 1,510,280 - 

12月お誕生祝 

親 睦 旅 行 

2020年11月22日・23日一泊にて親睦旅行が開催されました。参加者は、会員家族合わせて35名。 

一日目は、那智大社を参拝し 翌日 遊覧船「紀の松島めぐり」・太地町くじらの博物館・和歌山県おさかな村にて さばづ

くしコースを頂き帰って来ました。ご参加頂きました皆様お疲れ様でした。 

親睦活動委員会メンバー 

12月奥様お誕生祝 

  大山典男会員 


