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２０２０～２０２１年度  

国際ロータリー・テーマ 

次週のプログラム 

    

会長 樫畑国俊 幹事 水城 実 

直前会長 

副 会 長 

山田 守 

中村和子 

会長ｴﾚｸﾄ 

 

上西豊基 

 

会報委員長 石橋英二 副委員長 江口暢洋 

委員 北芝昌明 宮下直子 野村壮吾 

 西村昌記 植田好紀 越部早絵 

2021年５月 第１週 

  

  ２０２１年５月 ７日（金） No.２８４２ 

 第２８９８回 例会 

 ○ ソング「君が代」・「奉仕の理想」 

 〇 創立６０周年記念イベント・記念例会を終えて 

  

 ５月１４日（金） 

 ○ ソング「四つのテスト」 

 〇 卓話 

    「Living History（生きた歴史体感プログラム）

促進事業について」 

    和歌山市 産業交流局 文化スポーツ部 

      文化振興課 主事 

            中平 崇志 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 

樫畑 国俊 会長挨拶 

ガバナー     藤井秀香 

本日のプログラム 

前週の報告  ２０２１年 ４月２５日（日） 

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％ 

  緊急事態宣言が4都県で発

出される中、尾花市長、藤井ガ

バナー、姉妹締結クラブ、岡山

RC 張 庭漢会長、新済州RC 

宋 東勳会長からビデオメッ

セージにてお祝いのお言葉を

賜りましたこと、クラブを代表し

てお礼を申しあげます。本来で

あれば、この席にもご参加を頂

き、周年を祝い卓を囲み酒を酌

み交わして交友を温めるところでありました。 

 本日、午前より開演しました創立60周年記念大会は皆様

方のお陰をもちまして無事に成功裏に終了を致しましたこ

とをご報告申し上げます。 

 また、このように式典を執り行うことができましたのもクラブ

の皆や、支えて下さった多くの皆様のお陰と感謝申し上げ

ます。 

 東京藝大 澤学長、日高先生、また、当クラブ宮下会員

の中高生との素晴らしいコラボ演奏、そして中村恵様と菅

田利佳さんの講演、対談には感動しました。 

 私は、激変する昨今の身の回りの環境やクラブの在り方

の変化などを感じるにつけ、ロータリーの基本を再度会員

一同で確認しながら、新たな取り組みをして行きたいと考

え、毎回の例会において呪文のようにロータリーについて

語って参りました。 

 これから先、10年20年と継続してクラブの活動を続けるに

あたり、現状では、青少年育成に力を注いでおりますが、

軸足を変えてその時代に応じた奉仕活動を模索していくこ

とも必要であろうと思います。 

 今後も、地域の発展とともに、和歌山南ロータリークラブの

発展と会員各位のご健勝を祈念致しまして開会のご挨拶と

させて頂きます。 

水城 実 幹事  

 

司会：戸井洋木SAA委員長 

アシスタント：越部早絵会員 



 

 

２０２０－２０２１年度テーマ：「 ロータリーの原点を考えよう 」 

井口 廣昭 60周年実行委員長 庵田 正二 60周年記念例会部会長 三木菊夫 60周年記念事業部会長 

和歌山市長 尾花 正啓 様 ビデオメッセージ ガバナー 藤井 秀香 様 ビデオメッセージ 

姉妹クラブ 台湾 岡山ロータリークラブ  張 庭漢 会長 よりビデオメッセージ 

姉妹クラブ 韓国 新濟州ロータリークラブ 宋 東勳 会長 よりビデオメッセージ 



 

 

目 録 贈 呈 

２０２０－２０２１年度テーマ：「 ロータリーの原点を考えよう 」 

和歌祭実行委員会を代表して中村和子会員に目録（観覧

者用テント 二張）を樫畑会長よりお渡し致しました。 

きのくに音楽祭実行委員会を代表して澤和樹様に目録

（支援金伍拾萬圓）を樫畑会長よりお渡し致しました。 

虎伏学園 つつじが丘学舎施設長 前田 哲也 様に目録

（教育機器等 一式）をお渡し致しました。 

こばと学園 園長 山本 真紀 様に目録（教育機器等 一

式）をお渡し致しました。 

旭学園 園長 山本 真紀 様に目録（教育機器等 一式）を

お渡し致しました。 

青少年育成基金奨学金授与認定証贈呈 

      セレモニー 

今年度 当クラブ青少

年育成支援基金奨

学生 前田 爾那 さん

に樫畑会長より青少

年育成基金奨学金

授与認定証をお渡し

しました。 



 

 

 

    ニコニコ箱 

 

 

前窪君・・・60周年オメデトウ。山中先生アリガトウございま 

       す。ますますお元気で！！ 

庵田君・・・60周年おめでとうございます。無事記念例会開 

       催できました。皆様に感謝です！！ 

三木君・・・記念イベント無事に終了しました。ご協力いただ 

       いた皆様に心より感謝申し上げます。 

水城君・・・コロナ収束祈願。 

雑賀君・・・ゴルフ同好会久しぶりに優勝しました。 

       メンバーに恵まれました。 

？君・・・60周年 感謝。 

柘植君・・・皆さま ありがとうございました。これからもよろ 

       しくお願いします。 

戸井君・・・60周年記念例会 司会させていただいて。 

越部君・・・本日 司会アシスタントをつとめさせて頂きま 

       す。よろしくお願いします。 

大林君・・・記念イベント駐車場代をニコニコへ 

窪田君・・・記念イベント駐車場代をニコニコへ 

上西君・・・記念イベント駐車場代をニコニコへ 

岩橋君・・・記念イベント駐車場代をニコニコへ 

海堀君・・・記念イベント駐車場代をニコニコへ 

 

    

    計￥ 61,000 -  累計￥ 2,429,790 - 

２０２０－２０２１年度テーマ：「 ロータリーの原点を考えよう 」 

皆出席表彰 

チャーターメンバーであり60年連続出席である山中 静会

員に樫畑会長より記念の盾とバッチをお渡ししました。 

お祝いの花束は、山田昭子会員よりお渡ししました。 

60 

中村和子 副会長 閉会の挨拶 



 

 

２０２０－２０２１年度テーマ：「 ロータリーの原点を考えよう 」 

4月25日（日）県民文化会館小ホールにて参加は会員と関

係者のみに制限し創立60周年記念イベントが開催されまし

た。 

 

13:00～ 記念講演 

   「国際協力を通して、子供たちの夢と未来を考える」 

       講師 中村 恵 様（国連UNHCR協会 R財団学友） 

14:00～ 菅田利佳様近況報告とピアノ演奏、 

        中村様と菅田様の対談 

14:45～ きのくに音楽祭支援イベント 

        「きのくに音楽祭プレミアムコンサート」 

 16：00  閉会 
 

＊午前に予定していました和歌祭支援イベント「和歌祭

四百年式年大祭に向けて」は、新型コロナウィルス感染

防止のため中止としました。 

イベントの模様は当クラブホームページ又は下記 

QRコードからご覧いただけます 

第1部 中村恵様講演 

     菅田利佳様演奏 

第2部 きのくに音楽祭 

   プレミアムコンサート 



 

 


