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2021年２月 第３週 

  

  ２０２１年２月１９日（金） No.２８３２ 

 第２８８８回 例会 

 ○ ソング「早春賦」 

 〇 年男の方々へのインタビュー 

     和歌山放送 

      アナウンサー 

        赤井 ゆかり 様 

  

 

 

 

 

 ２月２６日（金） 

 ○ ソング「我等の生業」 

 〇 卓話「私とみずほ証券の紹介」 

          田中 政敬 会員 

 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 ２月１２日（金） 

出席報告    会員８０名（出席規定適用免除会員９名） 

          出席５６名  ホームクラブ出席者７０％ 

皆さん、こんにちは 

さて、先週の理事役員会は盛り

だくさんの議題が挙げられまし

たが、速やかな進行にご協力頂

きまして内容の濃い会議となり

ましたことをご報告させて頂きま

す。 

その中で例会の在り方につい

てご報告させて頂きます。 

医師会では会食はしないように

というガイドラインがでているということで、例会場では食事

をすることを暫定期間止めようという話になりました。 

即ち、会場ではコーヒーのみ嗜むということで、食事はお持

ち帰り用の弁当にして頂くことになりました。 

本来は2500円のお弁当ですが、コーヒーを付けて頂きまし

て、通常例会時と同じ料金にして頂きました。 

ロイネット、総支配人佐藤さんには随分とご無理を申しあげ

ましたこと申し訳ありませんがご協力下さいまして感謝申し

上げます。 

これは、2月19日からということで、来週の例会からそのよう

な対応をさせて頂き、26日、3月5日と3回に亘り、皆さま方

にもご不自由をお掛けすることになりますがご理解の程お

願い致します。 

また、人との接触を避けたいと思われる方もおられると思い

ますので、この3回に関してはサインのみでお弁当をお持

ち帰り頂いても出席とさせて頂きます。 

とある理事からは、そんなことしたら全員弁当持って帰って

しまうん違うか?などの声も聴かれましたが、私はそんなこと

はないと信じています。 

さて、 

ロータリークラブの名称の由来は、どこから来ているので

しょうか? 

そもそも会員の職場を巡回しながら会を開くというところから

来ているようです。 

そのクラブ例会に参加する人はロータリアンですが、直訳

すると`巡回者’になり、おかしくなるのでそのまま使われて

いるということです。 

シカゴロータリークラブ第一回目の会合は1905年2月23日、

レストランで夕食を摂った後、鉱山技師の事務所に4人が

集まりました。 

第二回目は3月9日、7人がポールハリス弁護士事務所に集

合、第三回目は3月23日、8人が石炭置き場に集まりまし

た。 

その後、洋服店、不動産事務所、印刷所と持ち回りで開催

されたということです。 

以上の6回までは本来のローテーションが機能していました

が、第七回目からはホテルに会場を移したそうです。その

例会は全て夜間例会であったようです。 

ですので、当初ロータリー、所謂 巡回は既にその時で終

わっているということでありまして、現在のロータリーの名称

のみが残ったということです。 

では、LIONSはどうしてその名称が付けられたのか、創立

者のメルビン ジョーンズは、百獣の王ライオンの名を付け

て、後付けでLiberty,Intelligence,Our,Nations,Safetyの頭

文字を付けたそうです。 

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 」 

幹事報告 

委員会報告 

・2/19.26.3/5はお弁当持ち帰り 

 例会です。 

 サイン受付もできます。 

・卓話いただく山口先生に皆様 

 におかきをいただきました。 

・地区大会は、半日で出席者限 

 定となります。会長、幹事、選 

 挙人、地区役員のみで開催し 

 ます。 

・例会後に、クラブ協議会があり 

 ます。よろしくお願いいたします。 

①60周年記念事業委員会 

 三木菊夫部会長 

 

60周年記念事業の概要につい

て 

 

60周年記念の内容 

 

テーマ:「子供たちの夢と未来のために」 

1)和歌祭支援事業:記念品(テント)の贈呈とイベント開催 

2)きのくに音楽祭支援事業:支援金の贈呈とイベント開催 

3)中村惠さん記念講演&中村さんvs菅田さん対談 

4)市内養護施設への教育機器等の贈呈 

 

＊上記イベントの開催要領は下記のとおり 

 

1. 日時 ２０２１年４月２５日（日） 

2. 場所 和歌山県民文化会館小ホール 

      （最大収容３２８席） 

3. 対象 中・高校生を中心にした青少年及び和歌山市民 

      の皆様 

4. 日程 

    １０：００ 開場（司会 和歌山放送 赤井アナウンサー） 

    １０：３０ 【午前の部l 

      和歌祭支援事業 「これが和歌祭だ！」（仮称） 

       ①和歌祭の映像（１０分） 

        ②和歌祭解説 （１５分） 

       ③渡御演武実演 お舟唄、摺鉦太鼓、薙刀振 

                                       その他 （２５分） 

１３：００ 【午後の部】 

     会長挨拶 

     ６０周年実行委員長挨拶 

１３：１５ 記念講演 中村 恵 様 

                          （国連ＵＮＨＣＲ協会 Ｒ財団学友） 

      テーマ：世界の子供たちの夢と未来を考える（仮） 

１４：００  菅田利佳様 のショート・スピーチ（近況報告）等 

      菅田様と中村様の対談 

           ・・・ 赤井アナのインタビュー形式での仕切り（案） 

１４：３０ きのくに音楽祭支援事業 

    「きのくに音楽祭プチ・コンサート ２０２１春」（仮称） 

      １）澤総監督のお話し（１０分） 

     ２）きのくに音楽祭「若い芽のコンサート」に出演し 

              た子供たちの演奏（２０分） 

                ①ピアノソロ 

                 ②フルートソロ 

              ③ヴァイオリン（澤さん）とチェロとピアノの 

                   アンサンブル 

      ３）澤和樹＆宮下直子デュオ（３０分） 

１５：４０ 閉会 副会長挨拶 

 

②60周年記念誌委員会 

 野村壮吾部会長 

記念誌にのせる会員紹介の原

稿を提出お願いを致します。 

2月12日現在の収集達成率は

約50%となっております。 

ご協力宜しくお願いいたしま

す。 

 

 

③60周年記念例会・懇親会 

 庵田正二部会長 

 

経過報告 

プログラムはほぼ式次第出来ま

した。 

懇親会のミニコンサートの件、 

3者に依頼しておりますが、コロ

ナ禍のため交渉中。 

 

④雑誌・広報委員会 保田隆紀副委員長 

ロータリーの友２月号紹介。 

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 



 

 

２０２０－２０２１年度テーマ：「 ロータリーの原点を考えよう 」 

卓 話 

『1940(昭和15)年 開戦前夜の「ホームステイ」 

－ロータリー倶楽部とアメリカ人学生たちの交流』 

日本における「初めてのホームステイ」は、1940年7月に、

東京で1ヵ月間、おこなわれた。当時のホスト4名は、全員

が東京ロータリー倶楽部の会員であり、日本ボーイスカウト

の設立にかかわった人物や百貨店の経営者たちであっ

た。一方のゲストは、アメリカのバーモント州にあるホームス

テイの嚆矢的組織The Experiment in International Living

から派遣された4名のアメリカ人学生たちだった。そして、こ

のホームステイは当時の鉄道省外局国際観光局による国

際観光団の一員として来日が可能になったことで成立し

た。 

1940年という年は、アメリカとの外交関係において時局がき

わめて微妙な時期であった。ヨーロッパでは前年の1939年

9月に第二次世界大戦が勃発し、日本はドイツ、イタリアと

の三国同盟の締結に向けて画策をはじめていた。さらに、

本来ならば紀元二千六百年記念日本万国博覧会と東京・

横浜オリンピックが開催される予定だった。ところが、これら

2つの事業は、日本が満州事変の勃発と日中戦争の長期

化という政情不安のなかにあって、それぞれに延期、返上

を余儀なくされた。 

1940年当時にはホームステイの用語がなく、この受け入れ

を取り上げた新聞紙上でアメリカ人学生たちは「米国から

の交換息子とお嬢さん達」と呼ばれ、国際親善を活動に主

軸に置くロータリー倶楽部の協力で、日本の生活体験はう

まく取り運んだ。 

本発表では、学生たちの不安と日本文化への準備、ホスト

の邸宅の模様、そして実際にホストとの交流の様子につい

ても、当時の新聞記事、学生たちの写真や帰国後の書簡

やレポートなどから読み解いていく。 

大阪観光大学 

 観光学部 観光学科 

 教授    山口 隆子 様 

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。 

チャンさんピーチ後に樫畑

会長より米山奨学金2月分

をお渡ししました。 

本日のゲスト大阪観光大学教授山口隆子様（指導教官）

にはチャンさんが大変お世話になっております。 

柘植プログラム委員

長より本日のゲスト

山口隆子様の紹介

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 」 

2月お誕生祝  

    ニコニコ箱 

本人誕生日・・・野島君 

栗本君・・・山口先生 本日はよろしくお願いいたします。 

       卓話を楽しみにしております。 

       チャンさん例会へようこそ。 

前窪君・・・山口教授 本日はヨロシクお願いします。 

       チャンがいつもお世話になってます。 

橋本忠美君・・・食欲は大分回復して来ましたが、ゴルフは 

          全く回復しません。 

湯山君・・・チャンさんの新たな門出に！！ 

       がんばってください。  

野村君・・・ちょっと良い事があってネ。 

大山君・・・早退おわび。 

   

    計￥ 23,000 -  累計￥ 1,854,280 - 

新型コロナウイルスによる脅威が続いていることを受け、2021年6月12～16日に台北（台湾）で開催予定だったロータリー

国際大会を、バーチャル行事として開催することとなりました。 

 

台北に集まることができないのは誠に残念ですが、出席者や関係者の皆さまの健康を守るために、国際ロータリー理事会

が決定した必要な措置であることをご理解ください。2021年バーチャル国際大会の詳細は、近日中に公開されます。 

国際ロータリー 2021－2022年度 

 シェカール・メータ R I 会長のテーマ 


