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2021年１月 第３週 

  

  ２０２１年１月１５日（金） No.２８２８ 

 第２８８４回 例会 

 ○ ソング「四つのテスト」 

 〇 卓話「和歌山県のコロナの状況」 

    和歌山県 福祉保健部 技官 

           野尻 孝子 様 

  

 ２０２１年１月２２日（金） 

 ○ ソング「雪」 

 〇 卓話「奨学生として私たちの活動について」 

    米山奨学生 

     ニン タイゼン さん 

     ｼｬｰﾌｨｯｸ ﾐﾅ ｶﾙﾏ ｱｼｬﾑ さん 

     ｸﾞｪﾝ ﾃｨ ﾄｳ ﾁｬﾝ さん 

 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  ２０２１年 １月 ８日（金） 

出席報告    会員８０名（出席規定適用免除会員９名） 

          出席６０名  ホームクラブ出席者７５％ 

幹事報告 

新年明けましておめでとうござ

います。 
 

新年を寿ぎ、ご挨拶を申しあ

げます。 
 

皆様におかれましては、新春

を健やかにお迎えのこととお

慶び申し上げます。 
 

年末年始と皆様ご家族で過ご

された方が多いのではないで

しょうか。 
 

家庭サーヴィスや家族サーヴィスもしっかりされたことと拝

察致します。 
 

ロータリーの話を少しご紹介させて頂きます。 

ロータリアンは、サーヴィスの精神をビジネスに於いて実行

するだけではなくて、これを私生活にも取り入れて、また社

会生活にも活用すべきであるというお話です。 

但し、英語を日本語に直訳して、サーヴィスを奉仕と訳して

しまえば見当違いな話になることもあります。 

家庭で家族の立場を尊重し、思いやりの心を持つことは楽

しく良い家庭を作ることに繋がりますよね。 

家庭では奉仕をするとは言ってはいけません。 
 

これは創設初期のロータリアンであるアーサー・フレデリッ

ク・シェルドンがロータリーの基本を踏まえてサーヴィスを

説いています。 

約20年前のことですが、RIの理事会でシェルドンの言う

「He profits most who serves the best」というモットーの使

用を止めました。 

最もよく仲間に奉仕する者、最も多く報いられるという意味

ですが、止めた理由はHeが男性を示すからいけないと言

うことでした。 

このモットーはロータリー創設期以来ほぼ1世紀にわたり、

「Service Above Self」超我の奉仕と並んで2大モットーで

あったのにもかかわらずです。 

結果として、2004年の規定審議会においてこのHeがThey

に変えられました。 

このモットーは職業奉仕を表しているのですが、職業奉仕

はロータリアン一人一人が行うもので、Theyという集団で行

うものではありません。 

I serveがロータリーのモットーであるからです。 
 

いよいよ、今年4月28日は60回目の誕生日を迎えます。 

残る半年、皆さんにご協力をお願い致しまして年頭のご挨

拶に代えさせて頂きます。 

・アサヒビールの藤岡会員のご

令室、藤岡香代子様がご逝去

されました。享年50歳でいらっ

しゃいました。ご葬儀は御家族

の意思により家族葬にて12/12

(土曜日)に執り行われました。

心からご冥福をお祈りいたしま

す。 

・北畑さん退院、免疫力が低く



 

 

２０２０－２０２１年度テーマ：「 ロータリーの原点を考えよう 」 

インフルエンザの予防接種もできない、しばらくはコロナが

落ち着くまで休ませていただきますとのことです。 

・みずほ証券 田中支店長さん１月からご入会おめでとうご

ざいます。 

・12月17日に新済州RCとテレビ会議しました。国際委員会

の皆様準備段取りいただきありがとうございました。 

・地区大会3/28(日)岸和田浪切ホール 

・地区大会記念ゴルフ大会3/13(土)泉ヶ丘カントリークラブ 

・本日第一例会のため終了後に理事役員会が開かれま

す。理事役員の皆さま方ご出席よろしくお願いいたします。 

新 会 員 

氏名   田中 政敬 （タナカ マサノリ） 

生年月日 昭和41年12月29日 生まれ 星座 やぎ 

職業   みずほ証券(株)和歌山支店 投資運用相談 

家族構成 本人 妻 長男 次男の4人 

趣味   ランニング、スキー、映画、ドラマ鑑賞、読書、 

      ご朱印収集 

前窪貫志 会員５１年  

大林久夫 会員３１年  

島村辰彦 会員２７年  

連続出席表彰 

親睦活動委員会よりゲスト紹介 

出席委員会より 

本日の出席報告 



 

 

卓 話 

２０２０－２０２１年度テーマ：「 ロータリーの原点を考えよう 」 

「和歌山県のみかん」 
 

近畿大学生物理工学部 

地域交流センター長 

 仁藤 伸昌 様 
  

 和歌山県のみかんの生産量と生産額は、日本一を誇っ

ていますが、みかん栽培が産業として始まったのは、約

400年前の「紀州みかん」の栽培に端を発しています。江

戸時時代に紀伊国屋文左衛門が命がけで「紀州みかん」

を江戸に出荷し、和歌山県のみかんの存在感を高めた話

は有名です。その後明治末期から大正にかけて「紀州み

かん」は、「温州みかん」にとって代わりますが、和歌山県

がみかんの重要な産地であることには変わりません。 

「温州みかん」は、鹿児島県中島町で発見された偶発実

生で、来歴は長いこと不明だったのですが、最近のDNA

分析により、‘紀州みかん’と‘クネンボ’の自然交雑による

ものと確認されました。大きくて美味で、種子の無い「温州

ミカン」は、わが国で生まれた世界に類を見ないみかんで

す。１本の木から生じたこの「温州みかん」から、さらにいろ

いろな系統が発見され、わが国のみかん産業の大黒柱と

なっています。 

 「清見」もわが国で育成された新たな品種です。「清見」

の美味と種子の特異性が品種改良としての材料にも適し、

「清見」の特性を持つ多くの品種が作り出され、さまざまな

味を楽しむことができます。 

 みかん王国和歌山県でのみかんを誇りとし、お楽しみく

ださい。 

 

    ニコニコ箱 

 

本人誕生日・・・有田君・今西会員・大工会員・野村君・ 

          林（勇）君・水城君 

奥様誕生日・・・江口君・金谷君・島村君・瀧本君・ 

          橋本忠美君・三木君 

事業所創立・・・井口（善）君・上西君・島村君・林（芳）君・ 

          村上君 

入会記念日・・・庵田君・今西君・大林君・小野君・島村君・ 

        瀧本君・田邊君・豊田君・野島君・坂東利仁君・ 

        前窪君・前畑君・山田君・吉村君 

皆出席表彰・・・大林君・島村君・前窪君 

野村君・・・みなさん あけましておめでとうございます。 

       今年もよろしくお願いします。 

前窪君・・・なんとか新しい年を迎えられて！！ 

      60周年会長、幹事、実行委員長たのみます！！ 

豊田君・・・新年明けましておめでとうございます。 

       コロナが早く終息しますように。 

島村君・・・新年明けましておめでとうございます。 

瀧本君・・・喜寿内祝。 

水城君・・・○クリスマス例会ちこくおわび。 

       ○12月ゴルフ同好会スコア166点すいません。 

樫畑君・・・新年明けましておめでとうございます。 

      コロナ禍大変な年ですが宜しくお願い致します。 

林（芳）君・・・コロナ禍 収息、祈願。 

山田（昭）君・・・クリスマスの名演奏聴けなくて残念でした。 

前嶋君・・・12月ゴルフ久しぶりに優勝できました。 

戸井君・・・本年もどうぞよろしくお願い致します。 

藤林君・・・娘がニコッと笑う様になってきたのでニコニコ。 

山本君・・・広瀬さん、岡崎さんに御世話になって。 

1月 

お誕生祝 



 

 

２０２０－２０２１年度テーマ：「 ロータリーの原点を考えよう 」 

ゴルフ同好会、1月度月例、通算692回が1月10日（日）和歌山カントリークラブにて開催されました。 

優勝は、戸井洋木会員でした。雪でスタートが１時間半も遅れましたが、日没前に全員がホールアウトできました。 

今後の開催予定は、2月14日（日）・3月14日（日）・4月11日（日）・5月9日（日）・6月13日（日） 場所は、和歌山カントリーク

ラブにてとなっております。同好会の皆さん ご参加お待ちしてます。 

  ゴルフ同好会 

 カラオケ同好会 

 2021・1・12 

 第140回例会 

☆次回開催日 2月2日（火） 


