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  ２０２１年６月１８日（金） No.２８４８ 

 第２９０４回 例会 

 ○ ソング「君が代」・「奉仕の理想」 

 〇 最終夜間例会 

    ダイワロイネットホテル和歌山 

          １８：３０～ 

 ６月２５日（金）休会 
 

 ７月 ２日（金） 

 ○ ソング「君が代」・「奉仕の理想」 

 〇 初例会 

     会長・幹事・SAA 就任挨拶 

 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 
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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  ２０２１年 ６月１１日（金） 

出席報告    会員８２名（出席規定適用免除会員９名） 

          出席５７名  ホームクラブ出席者６９．５１％ 

 

皆様、こんにちは。 

本日は通常例会として最終とな

りました。 

後ほど、「一年を振り返って」と

いうテーマで卓話させて頂きま

す。 
 

また、新済州RCとの合同事業

について、岡﨑理事より説明を

頂きます。 

しっかりとお聞き頂ければと思

います。 
 

尚、最終例会はこの状況下であれば、お酒を提供すること

ができそうです。 

漸く、以前の親睦に少し戻ってきたように思います。 

多くの会員の皆様のご参加をお待ちしています。 

幹事報告 

委員会報告 

①国際奉仕委員会 

岡﨑全雄委員長 

本年度はコロナ禍という事で岡山

RC・新濟州RCをお迎えして、おもて

なし出来なかった事を残念に思って

おります。また、互いに本年周年事

業を迎えた新濟州RCとの共同事業

の件についても、姉妹クラブ部会と国際交流委員会のメン

バーの皆様には幾度も委員会を開いて頂き、色んな意見

を出して頂き感謝しております。私自身、担当理事として先

方の提案に対しての返事の遅さ、ウェブ会議を含めて、

フットワークの重さを反省しております。 

拠出金  

〇国際奉仕より 

グローバルグラント事業(青年発達障害者ロースティング専

門家養成の為のロースティング工房運営事業)¥492,135- 

〇国際交流より 

新濟州RC40周年のお祝いビデオレターの製作費¥38,500

- 

②60周年記念誌部会 

石橋英二副部会長 

記念誌の会員紹介の原稿がまだの

方、今月中に必ず提出して頂きたく

お願いします。 

本日お持ち帰られたDVD&Bluー

rayの交換を希望される方は早目に

お願いします。 

○国際ロータリー世界大会のオ 

 ンライン参加受付が開始され 

 ています。 

○幹事としてもうすぐ任期を終 

 えます。皆様ご協力誠にあり 

 がとうございました。 



 

 

２０２０－２０２１年度テーマ：「 ロータリーの原点を考えよう 」 

③雑誌・広報委員会 

 柘植義信委員 

ロータリーの友６月号紹介。 

６月お誕生祝 

 

 

    ニコニコ箱 

 

奥様誕生日・・・毘舎利君 

事業所創立・・・有田君 

 

山田（昭）君・・・元気になりました。はげましのラインありが 

          とうございます。 

栗本君・・・樫畑会長、水城幹事、SAの皆様、ごくろうさまで 

       した。 

毘舎利君・・・家内入院のさい橋本院長お世話になりまし 

         た。 

山中君・・・ワクチン2回打ちました。 

前嶋君・・・チョット良い事があって。 

毘舎利君・・・みかづき会残金。 

 

 

 

    計￥ 30,000 -  累計￥ 2,859,790 - 

親睦活動委員会メンバー 

←越部出席委員長 

より本日の出席報告 

↓吉村SAA委員 

 本日のソング 



 

 

２０２０－２０２１年度テーマ：「 ロータリーの原点を考えよう 」 

「一年を振り返って」 
 

  樫畑 国俊 会長 
 

 

 

会員の皆さん、この1年お付き合いを頂きましてありがとうご

ざいました。 

 

一年間振り返ってということですが、この日が来ると思い出

すのは、私が島村会長時に幹事をしていた6年前の今日の

ことです。 

まさしく、一年を振り返ってという話を島村会長がするという

その日、当時ガバナーの岡本先生城南RC所属(弁護士)

が、少しだけ話をさせてくれと例会が始まる直前に入って

来られました。 

今日は、会長の一年を振り返ってという話をする日なので

時間がありませんというと、少しだけ時間をくれとおっしゃる

ので、では5分でとお伝えしました。 

開始時間が12時50分だったのですが、1時を過ぎても終わ

らずに、何度か終えて欲しいとメッセージを送ったのです

が、聞き入れて頂けず結果として話を終えられたのは1時

15分でした。 

当時、地区問題に揺れた数年でありましたが、岡本ガバ

ナーの熱い思いを、当 南クラブでも伝えたかったのだと

思います。 

その後、島村会長は本年度は何もしていないという話を少

しされ、樫畑幹事に代わりますと振られて残りの時間話をさ

せて頂きました。 

新済州RCと今後の交流について真剣に話し合おうと、済

州グランドホテルにて会議室を確保して頂き、予定者を含

めての会長幹事会を開催した年でもありました。 

その時に概ねの方向性が双方で共有できた筈でしたが、

翌年にはその会議があたかも開催できなかったかのように

元の状態に戻っていました。 

その年度は、開智高校さんに行っていたインターアクトの

支援を打ち切りました。 

何事も始めるのは簡単ですが、止めるのにはエネルギー

が必要です。 

インターアクトでは、それまで随分と支援打ち切りの話が持

ち上がってはいましたが、やはり断るのは誰しも気が進まな

かったのです。 

 

本年度が始まる少し前、山田年度最終の2か月はほぼ休

会というところからバトンタッチ致しました。 

2か月の休会時に思ったことは、このままロータリーは無く

なってしまうのではないかということでした。 

会員の皆さんも会費は払うけれども、活動は停止ししたま

ま。その状況で会員として残ってくれるのだろうか? と危惧

致しました。 

一番、辛かったのは当該年度の山田会長ではなかったで

しょうか。 

先輩たちが長い時間を掛けてそれぞれの方々が、尽力さ

れ築き上げてきたものが一挙に崩れるという怖さに直面し

ながら、本年度が始まり、年間行事予定を中止、変更或い

は調整しながら一年を終えようとしています。 

結果としては、例会出席率は高い数字を維持しつつ、そし

て例会を休会にしたのも1回のみということで、改めて会員

皆さんの有難みを感じた次第です。 

 

昨年7月に開催予定であった東京オリンピック開会式を皆

で酒を飲みながら観ようという企画も流れ、本年度親睦活

動委員会の井口委員長には大変な思いをさせました。 

秋の親睦旅行も沖縄の計画からGOTOを使っての那智勝

浦へと変更となりました。 

那智大社では庵田さんにお世話になり、ご祈祷を頂いたの

も貴重な経験となりました。 

 

また、60周年事業におきましては、時期が時期だけに多く

の方から実に様々なご意見を頂きました。 

丁度その大変な頃、水城幹事が不在でありまして、実に

様々な人間模様を見た気が致しましたし、そういう意味で

は私自身良い経験をさせて頂きました。 

以前の会長報告にて、三木事業部会長から会議の席上

で、周年事業中止について議場にて諮ったことについては

既に申し上げた通りですが、樫やんがやるというならトコトン

やるでと言って頂き、協力頂いた会員皆さんのお陰で無事

に行事を終えることができました。 

私の我が儘で無理やり開催したということではなく、実施す

ることのメリット・デメリット、実施しないことのメリット・デメリット

を考えた時、実施しないという理由が自分の中でどうしても

見つからなかったのです。学校を卒業して就職した会社で

の新入社員教育で教えられたTQCの考え方です。 

唯一、実施に対して反対の方の意見として考えられるの

は、感染拡大を引き起こしてしまうことへの懸念、或いは、

「世間的に許されない」ではないでしょうか? 

この中の多くの方があの会場をご覧になりました。 

全員マスク着用のもと、アルコール消毒をして入館、そして

会場にはキャパの5分の一ほどの入場者でした。 

報道関係者も前向きに捉えて頂きまして、新報の記事にも

しっかりと書いて頂きましたが、感染拡大防止も万全に行っ

ての開催であることと、実施することの意味についても書い

て頂いていました。 

やはり実施して良かったというのが、本音でありまして、その

後何か非難を頂くのかと思いきや、全くそのようなことはな

く、逆にお褒めの言葉を頂戴したことは想定外でしたし、嬉

しかったです。 

 

姉妹締結先の岡山RC、新済州RCからは60周年の素晴ら

しいお祝いメッセージを頂きました。 

但し、新済州RCからは寝耳に水の合同事業の話がZOOM

上で持ち上がり、詳しいことは分からないまま実施となり、

お金だけ払うといった状況となってしまいました。 

記念誌にも掲載予定の合同事業ではあるものの、会員の

皆さんには知らされずに本年度を終える訳にはいかないと

卓 話 



 

 

２０２０－２０２１年度テーマ：「 ロータリーの原点を考えよう 」 

いうことで、岡﨑理事から説明を頂いたわけです。 

思わぬ方向に舵が切られ、その波紋は上西年度に持ち越

すことになります。 

新済州RCとの姉妹締結自動更新をするかしないか、来年4

月に更新期限が迫っています。 

この状況につきましては歴代会長幹事と予定者、そして現

新理事役員構成者のみしか知りませんので、公平と正しい

判断を会員皆さんに下して頂けるよう、事前に全会員に資

料をお渡しし、確認を頂いてから次年度の臨時総会にて諮

ることになると思います。 

問題点に関しては、今この場でのご紹介は差し控えます

が、かつても同様のことがあったと聞きますが、その時々で

大きな問題として取り上げず、今日に至っている。 

そのようなことも、正しい視点で見直すことが必要であろうと

思います。 

海外のクラブと姉妹締結をし、私たちも楽しい思い出を沢

山作ることができました。 

でも、信頼関係が覆るようなことがあれば、それはそれで再

考しなければなりません。 

因みに、歴代会長幹事会では、お一人が、そんなことで姉

妹締結を解消するなら国際交流はできないと仰られたこと

は、その通りだと思います。そして、その場におられた殆ど

の方が締結解消を望まれていました。 

しかし、交流を続けるためにはフェアな状況のなかで、当ク

ラブが流されてしまってはどうしようもありません。 

気持ち的には、お友達であり、姉妹締結解消はすべきでな

いというのが本音ではありますが、常に新済州RCが主導権

をもって、当クラブが流されるということであれば、締結解消

止むを得ずだと考えます。 

 

現会長のお仕事として頭を痛めたのは、次次次年度会長

を決めることです。 

何人かの先輩に相談させて頂いたのですが、人選をして

頂いて、実際に一緒に口説きにいって頂いた前窪先生の

行動力には本当に助けられましたし、受けて頂いた小野会

員にも、是非再来年の会長を楽しんで頂きたいと思いま

す。 

 

樫畑年度のテーマは、「ロータリーの原点を考える」としまし

た。 

私自身が未熟なため、元ガバナーが書かれた本を何冊か

読み、そしてネットでも沢山の情報の中からこれは皆さんと

共有したいというものをご紹介させて頂きました。 

会長報告のネタ探しは大変だろうと言われるがあります。 

でも、私は共有したい情報があまりにも多いので、例会すら

1回休会にするのが辛かったほどネタ探しには苦労はしま

せんでした。 

 

80名を超える会員が、様々な意見があって当然で、理事役

員会に於きましても色々意見を頂きました。 

会長や幹事のみが決めるであるとか、理事や委員長が勝

手に物事を決めて進めるというのはもっての外で、会員か

ら選ばれた理事役員が独断で物事を決めるのはRCではな

いと思うのです。 

反対意見もありながら、きちっとコンセンサスをとって進める

のがRCだと思いますし、誰もロータリーで生計は立てては

いないのですから、もっと自由に自分の意見を伝えることを

していかないといけないのではないでしょうか。 

 

スポーツの世界でもよく言われることですが、簡単に良いス

コアーがでるのでは面白くない。 

難しいからこそ楽しい。 

ロータリーは委員長や5奉仕部門全て理事を経験し、幹事

を経験し、会長を経験しても分からないのがロータリーだと

思います。 

だからこそ、知れば知るほど嵌っていくのでしょう。 


