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次週のプログラム 
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会報委員長 岡崎全雄 副委員長 西村昌記 

委員 坂東利明 植田好紀 湯山弘二 

 井口善隆   

2021年 ７月 第５週 

  

  ２０２１年 ７月３０日（金） No.２８５２ 

 第２９０８回 例会 

 ○ ソング「我等の生業」 

 〇 クラブフォーラム 

    「委員会事業計画発表」・「予算の説明」 

  

 ８月 ６日（金） 

 ○ ソング「君が代」・「奉仕の理想」 

 〇 未定 

 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   

2021-2022年度 RI会長 シェカール・メータ 「Serve to Change Lives」 

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     豊岡 敬 

本日のプログラム 

前週の報告  ２０２１年７月１６日（金） 

出席報告    会員８０名（出席規定適用免除会員８名） 

          出席５８名  ホームクラブ出席者７２．５０％ 

幹事報告 

委員会報告 

○７月９日 １６日 ３０日の例会はク

ラブフォーラムとなっております。 

各委員長様、基本方針・活動計画

の発表 宜しくお願い致します。 

○第二回クラブ協議会 ７月２９日

(木) に開催されます。 

理事役員、各委員長 出席の程宜

しくお願い致します。 

○各委員会の皆様、キックオフミーティング開催ありがとう

ございます。 

○熱海土石流災害に対する義捐金の募金箱を回させて

頂き５１０００円の寄付を頂きました。ご協力ありがとうござい

ました。 

ゲスト 
米山奨学生・・・・・・王 欣 儀 さん 

会報委員会 

 岡崎全雄委員長 

６月末のキックオフミーティングにお

いて、委員会経験者より現状のカメ

ラの使い勝手についての話し合いに

なり7月第二週より新しいPanasonic

のカメラを使わせて頂いております。 

皆様の笑顔をたくさん撮れるように、

大事に使わせていただきます。ありがとうございます。 

購入代金 ￥52,600- 

ジャッケットの襟に、ロータリー

クラブのピンバッジと一緒に17

色の綺麗な丸いピンバッジも付

けています。これはSDGs（エス

ディージーズ）ピンバッジといい

まして、2015年の国連サッミット

で採択された、2030年までに実

現を目指す17個の世界共通の

持続可能な開発目標を象徴し

ています。 

地球上には現在、温暖化や貧困、紛争など待った無しの

問題が山積ですが、国連が掲げた17の目標はロータリーク

ラブの世界をより良くして行こうという７つの重点分野と共通

しているのは不思議なことではありません。 

宇多田ヒカルという歌手をご存知でしょうか。彼女は先日、

自身がノンバイナリー（男女どちらかの性別に自身を限定

しないというセクシャリティ）であるとカミングアウトしました。

LGBTと表現されるセクシャルマイノリティー（性的少数者）

の存在を受け入れて当然の世の中になってきたのです

が、現実的にはまだまだ女性差別と同様、彼らに対する差

別は存在します。 

我々（SDGsも）の目標にジェンダーの平等・女性のエンパ

ワーメントがあります。社会にはびこる差別をなくすために

感性・感情に頼るのではなく正しく学習していくことが必要

だと思います。 

我がクラブの弁護士の諸兄に是非、差別撤廃に関する講

義をお願いします。 



 

 

２０２１－２０２２年度テーマ：「いつも全力青年、持続的で有効な奉仕活動の成功のために」 

委員会 基本方針・活動計画 

職業奉仕委員会 

職業奉仕プロジェクト委員会 

職業奉仕 委員会 

委 員 長 戸井 洋木 

（職業奉仕委員会担当理事） 

 

基本方針 

 職業奉仕の理念についてさ

らに理解を深め、実践していく

ことを目的とします。 

 また、新しい会員の方にも理

解を深めてもらえるよう、先輩

会員の指導のもと、学びの場

の提供とともに事業を実施していきたいと思います。 

委 員 長 角谷 浩二 

副委員長 豊田 泰史 

委  員 庵田 正二 

      海堀 崇 

      田中 章慈 

      南方 康治 

基本方針 

「ロータリーにおける職業奉仕

の必要性」 

ロータリーのロータリーたる所

以は、職業奉仕の実践にあ

り。 

品物や技術を通じて社会に奉仕するために職業を営み、

その見返りに利益を得る。この職業奉仕の実践により得た

利益で家族や従業員を養い、その余ったお金を奉仕に使

い、その人間の余暇を使ってボランティア活動をする。ロー

タリー奉仕の原点は職業奉仕の実践にあります。 

社会奉仕や国際奉仕、青少年奉仕は発展性や意外性が

ありロータリアンにとって非常に面白い奉仕活動であります

が、そればかりやっているとロータリー以外の奉仕団体と何

ら変わらない奉仕団体となってしまいます。 

職業奉仕という思想があるからロータリーであり、故にロー

タリーを理解するには職業奉仕を理解しなければならない

のです。 

米山奨学生 

米山奨学生王欣儀さんが本日の例会に出席しました。 

栗本カウンセラーより紹介があり 王欣儀さんピーチ後に 

上西会長より米山奨学金７月分をお渡ししました。 

ロータリー財 団 

ロータリー財団より田中祥博会員にマルチプルポールハル

スフェローの認証ピンが届いておりますので上西会長より

お渡し致します。 

社会奉仕委員会 

委員長 金谷 直俊 

（社会奉仕委員会担当理事） 

 

基本方針 

会長の「いつも全力青年、持続的で有効な社会活動の成

功のために」のもと、地域社会に目を向け、貢献する事業

を計画・実行する 



 

 

２０２１－２０２２年度テーマ：「いつも全力青年、持続的で有効な奉仕活動の成功のために」 

国際奉仕委員会 

国際交流委員会 

青少年交換委員会 

委 員 長 大工 博史 

副委員長 坂東 利仁 

委  員 大桑 祥嗣 

      窪田 惇己 

 

基本方針 

若い頃に海外留学・ホームスティ

を通じて、異文化と触れ合い、異

なる価値観・習慣を理解すること

により、より深い国際感覚を持っ

た人材の育成に貢献する。 

委員長 堀井  明 

（国際奉仕委員会担当理事） 

 

基本方針 

上西会長の基本方針に則り、

今年度のロータリーの７つの

重点分野「環境」、「平和と紛

争予防/紛争解決」、「疾病予

防と治療」、「きれいな水と衛

生」、「母子の健康」、「基本的教育と識字率向上」、「経済

と地域社会の発展」に沿って、コロナ化でも、できる限りの

国際的な社会奉仕の計画を立案し、財団の補助金も活用

し、世界で必要とされるプロジェクトに取り組んで行きたい。 

委 員 長 宮本 保志 

副委員長 山田 守 

      小野 正克 

      毘舎利 薫 

委  員 雑賀 宅史 

      水城 実 

     前畑 泰洋 

     坂東 利仁 

 

基本方針 

昨年来の新型コロナウイルス感染の蔓延が今年度も引き続

きその影響を及ぼすことが予測され、積極的な国際交流活

動への影響が危惧されます。今後の感染状況を見極めつ

つ国際交流活動をおこなってまいりたい 

と思います。  

委 員 長 藤林 正樹 

副委員長 海堀 崇 

      中村 和子 

     保田 隆紀 

委  員吉村 利規 

     山本 善昭 

     瀧本 幹之 

    橋本 忠通 

    成瀬 宏司 

    藤本 知輝 

 

基本方針 

会長の「いつも全力青年、持続的で有効な奉仕活動の成

功のために」のもと青少年育成に全力で取り組む。 

青少年育成委員会 

委員長 野島 好史 

（青少年奉仕委員会担当理事） 

 

基本方針 

引き続き新型コロナの影響が続

くことを考慮して運営するが、両

委員会ともコロナ禍終息時に速

やかに本格始動できるように準

備をしておく。 

青少年奉仕委員会 

委 員 長 江口 暢洋 

副委員長 越部 早絵 

委  員 有田 耕一郎 

       田中 章慈 

       畠中 耕作 

       林 勇伺 

       山中 静 

基本方針 

 本年度のクラブテーマ「いつ

も全力少年、持続的で有効な

奉仕活動の成功のために」のもと地元ニーズに適合した教

育的、人道的に貢献する事業を進めていきます。 

社会奉仕プロジェクト委員会 

R財団委員会 

委 員 長 田邊誠 

副委員長 嶋谷 浩男 

委  員 田中 祥博 

 

基本方針 

ロータリー財団についての会

員の理解を深めるよう努力す

る。 

国際奉仕活動に参加する。 



 

 

２０２１－２０２２年度テーマ：「いつも全力青年、持続的で有効な奉仕活動の成功のために」 

親睦活動委員会メンバー 

 

    ニコニコ箱 

 

本人誕生日・・・藤林君 

入会記念日・・・岩本君・藤林君 

藤林君・・・橋本先生に社員・家族共々お世話になりまし 

       て。 

上西君・・・米山奨学、国際交流委員会を開いていただい 

       て。 

湯山君・・・先週は大阪、淀屋橋で「あら川の桃」を販売して 

       いました。６時間で５０万円売り上げました。 

栗本君・・・王さん例会へようこそ。 

山田（昭）君・・・フォーラムではお願いに賛同いただきあり 

          がとうございます。 

北芝君・・・何の会か忘れましたが御利用ありがとうござい 

       ました。毘舎利さんごちそう様でした。 

戸井君・・・親睦活動委員会、おつかれさまでした。 

       柴田委員長ありがとうございました。 

       納涼家族会の盛会を祈念して。 

米山奨学委員会・・・米山奨学委員会残金。 

 

 

    計￥ 31,000 -  累計￥ 345,000 - 

委 員 長 宮下 直子 

副委員長 越部 早絵 

委  員 栗本 勝彦 

基本方針 

ロータリー米山奨学会は、ロー

タリーの理想とする国際理解と

親善に努め、日本に在留してい

る優秀な留学生を支援し、世界

平和の維持に貢献する事を目

的にしたものです。 

その事業内容や、活動について、より多くのロータリアンの

理解が深められるよう努力致します。 

米山奨学委員会 

本日のお食事 

今月 お誕生日の 

 藤林正樹会員 

パースディソングでお祝い♪ 


