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  ２０２１年 ８月２７日（金） No.２８５５ 

 第２９１１回 例会 

 ○ ソング「君が代」・「奉仕の理想」 

 〇 豊岡 敬 ガバナー 公式訪問 

 

 ９月 ３日（金） 

 ○ ソング「君が代」・「奉仕の理想」 

 〇 卓話「日本遺産葛城修験 

  －里人とともに守り伝える修験道はじまりの地」 
 

    和歌山県 商工観光労働部 観光局  

    観光振興課 世界遺産班  

      主査 

            鶴野 尚樹 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   

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８月２０日（金） 

出席報告    会員８０名（出席規定適用免除会員８名） 

          出席４７名  ホームクラブ出席者５８．７５％ 

幹事報告 

・コロナ感染拡大に伴う 

和歌山県内ＲＣ休会のお知ら

せ 

  和歌山アゼリアＲＣ:９月６日 

  まで 

 有田南ＲＣ:８月中 

 岩出ＲＣ:８月中 

 田辺東ＲＣ:無期休会 

当クラブの動向につきまして

は理事役員会にて審議し、連

絡させていただきます。 

・８月２７日、豊岡 敬 ガバナー公式訪問となっておりま 

 す。 

 コロナ禍のなかではございますが、たくさんのご参加 

 （出席）お願いいたします。 

・９月５日㈰ 西支部少年野球大会開会式です。 

 今年も最小限の人数にて参加してまいります 

・９月１１日㈯ ＰＭ５時より紀三井寺公園球場にて西支部 

 少年野球の試合をナイターにて開催いたします。 

 たくさんの方の観戦をお願いいたします。 

・本日、会員証、ロータリー財団寄付の領収書、会員名簿 

 配布させていただきます。 

 昨日（8月19日）、テレビ番組

「キイハンター」やジャパンアク

ションクラブ創設者でお馴染み

の俳優の千葉真一さんが新型コ

ロナ肺炎で亡くなられました。82

歳とは言えまだまだお元気な方

であったと思いますが、どういっ

た主義であったかは存じません

が、コロナワクチンは打っておら

れなかったようです。和歌山県

の新規感染者数は84人、近日中に100人を超す勢いで

す。知り合いが勤務している野上厚生病院に現在入院して

いるコロナ陽性者10人は全て２０代で、全員帰省組とのこと

です。すでにワクチン２回接種済みの方も引き続きご用心

してください。 

 さて、アフガニスタンでは米軍が完全撤退を宣言してから

タリバンが再び勢力を取り戻し、8月15日には首都カブール

まで制圧し政権は崩壊しました。米国の弱体化を見て中国

ががぜん張り切り出し、すでに台湾や尖閣諸島周辺はきな

臭くなっているようですが、同時に心配なのは、この２０年の

間に社会に進出できるようになったアフガンの女性が再び

その人権が酷く侵害されるであろうということです。ロータ

リークラブが目指している世界とは真逆のことが起ころうとし

ています。私たちは注視し続け、場合によっては勇気を

持って声を上げなければなりません。皆で怒りましょう。 



 

 

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」 

第１回 I.D.M. 発表 

コロナ下で、不安定な世の中ですが、その中で ロータ

リアンはどうするのか？  

 テ-マ  

1 おもしろく、楽しい例会の在り方は、 

2 会員増強（入会のすすめ、退会の防止） 

3 国内での「友好クラブ」はどうなのか？ 

前嶋 R情報委員長 

６０周年記念誌委員会 

石橋 英二副部会長 

大変遅くなりました。 

６０周年記念誌が完成しました。

QRコードで動画を見ることができ

ます。 

還暦なので表紙は赤く少し派手

にしました。 

１班 
日時：8月5日（木）18：30～ 

場所：センプレコンテ中島店 

リーダー：石橋、当番：保田 

委員：植田、岡崎、西村、 

    林（勇）、広瀬、水城 

メイキャップ：野村、大工 

 

テーマ１：おもしろく、楽しい例

会の在り方 

①座る席について 抽選にする 

毎回決まった席、決まった会員同士では無く、せっかくの

週に１回の例会なので、抽選などをし、違う席でいつもとは

違う会員同士で昼食、交流することで、新しいつながりや

発見が出来て、例会にくる楽しみが増えるのではないか？  

抽選は毎回となると色んな意見で運営が大変かもわからな

いので、毎回ではなく、１００万ドルの日だけとか月に１回だ

けなど決めてやってみてはどうでしょうか？ 
 

例会を昼間だけでは無く、たまには夜にしてみんなでお酒

でも交わしながらワイワイと例会するのも純粋に楽しいので

はないか？ 新人さんなども特に馴染みやすい機会が増

えるのでないか？ 
 

②例会の卓話について 

会員が聞いていて興味があったり、魅力的や時事的な卓

話者を選ぶ 会員みんなにアンケートをとったり、会員の

皆様で経営者協会や倫理法人会とか他の会などで話を

聞く機会も多いと思いますので、そこで聞いて面白かった

お話などを推薦してもらう。 多少の費用はかけてもそう

いった卓話者を呼んでもいいのではないか？ 
 

色んな事にチャレンジしたらいい！これをするのはチャレ

ンジ力しかない 会長、幹事、SAAの皆さん 色んな反対

意見もあるか分からないが、 
 

テーマ２：会員増強 

①会員増強プロジェクトを立ち上げる。 

定期的に会議を開いて予備推薦、候補をリストアップ。ＪＣ

上がり 他の団体など 具体的にリストアップ 各会員から

必ず一人はリストアップするなど。 
 

②自分たちの会員メンバーだけではなく、一般の方も参加

できるようなゴルフコンペなんかも新たな交流やＲＣを知っ

てもらえる機会が生まれるんではないか？ 

退会防止策 

推薦者だけでなく、推薦者以外でも複数名で、新規入会

者が慣れるまで入会後の１か月、３か月とフォローする具

体的なプログラムを作る。  
 

テーマ２：国内での『友好クラブ』はどうなのか？ 

①南ＲＣの会員の友人知人がいるクラブとまずは交流から

始めてみては？ 

台湾かんざんＲＣのつながりで佐賀、豊川ＲＣと交流して

みては？ 

御三家つながりはどうか？ 尾張 水戸 

親睦旅行で沖縄に行くので、日程が合えば沖縄ＲＣにメイ

キャップツワーとして参加させてもらうとか？ 

遠方では無く、まず田辺や新宮、橋本または2640地区の

クラブとしてはどうか？ 

地区大会のゴルフ大会ほどの大きなものでない、クラブ対

応のゴルフ交流などの交流はどうか 
 

センプレコンテさんで美味しいワインやお食事を頂きなが

ら、楽しくみんなでわきあいあいとお話しでき、実のある

IDMとなりました。 

2班 
日時：8月5日（木）18：30～ 

場所：木曽路 

リーダー：戸井、当番：角谷 

委員：庵田、上西、海堀、 

    越部、野上、林（芳）、 

    南方、山本 

メイキャップ：田村 

 

①おもしろく、楽しい例会の在り方は。 

例会で会員が座る席をくじ引き等によって変える。「昔の例

会は楽しかった」と先輩各位がよく言われますが、昔と今の

委員会報告 



 

 

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」 

3班 
日時：8月4日（水）18：30～ 

場所： 木曽路 

リーダー：金谷、当番：江口 

委員：井口（廣）、樫畑、雑賀、 

  林元（政）、前窪、 

  宮本（憲）、湯山 

１、おもしろく、楽しい例会の 

   在り方は 

 コロナ禍であるが、許せる限り

IDM、例会等の機会があっ 

 たほうが良い 

 会う機会が増えると会員との交流も増える 

 例会は勉強の場であり、親睦の場でもあるし、人となりを 

 見られるのも面白い  

 例会の席をシャッフルし、多くの会員と交流できるように 

 しては 

 テーブルでのテーマを用意、幹事やSAAがテーマを提供 

 してそれについてテーブル毎に検討し、発表するのも面 

 白いのでは、またテーマもその時々の話題にすれば結果 

 として奉仕につながる。 フェイス to フェイスで様々な 

 チャンスが生まれる 

２、会員増強（入会のすすめ、退会の防止） 

  転勤族の方は後任に入会してもらえるように、和歌山に 

 来たことを誇りに思えるよう、和歌山の良さを知っていた 

 だく場所にもなる。  

 誰かを推薦したことのある会員は4割ぐらいで6割は推薦 

 したことなし、推薦することも大切で、推薦するためには 

 RCの事を覚えるし、推薦者には良いことと、悪いことも両 

 方教えることも大切です。周りに多くのメンバー候補がい 

 る。 

 現役を退いた方など有力な候補になる。社長業をリタイ

ヤした方等を推薦すべき。経験も豊富だし時間もある。 

知り合いに声をかけていく。仕事が忙しいのもあるが、入会

すればメリットが多い。 

入会するとネットワークが広がる友人も増える。人材の発

掘、友人を作れる 

ゴルフ同好会やカラオケ同好会等を活用 

退会防止 みんなが声をかける 例会での発言の場を作る 

RCの良さを解ってもらえるように、また楽しんでいただける

ように入会の浅い方の退会を防ぐのは会員の役目ではな

いか 

３、国内での「友好クラブ」はどうなのか？ 

転勤族の方に転勤先で楽しかったクラブを紹介してもらう 

積極的にメーキャップすることで他のクラブの中に発見が

あり、RCの理解を深められるので、機会があればメーキャッ

プして良ければ友好クラブになってもいいのでは 

友好クラブと特産物を交換したり、親睦旅行の行先にして

もいいのでは 

また 現在の姉妹クラブについて友好クラブに格下げして

もいいのでは 

和歌山RCは御三家の名古屋と水戸で友好クラブになって

いるので、特産物みかんや、ご当地ラーメンでの友好クラ

ブも面白いのでは 

4班 
日時：8月6日（金）18：30～ 

場所：焼肉参番館 

リーダー：野島 

当番：野村（直） 

委員：北芝、前嶋、村上、吉村 

コロナ渦で不安定な世の中で

すが、その中でロータリアンは

どうするのか？ 

テーマ １ おもしろく、楽しい例会の在り方は・・・ 

卓話の充実（日頃接することのない異業種の業界ならでは

の事情に触れる機会の創出、一方で等しく興味を持つ話

題に対しての深堀等） 

①新入会員 

②他のＲＣ会員 

③グルメねた 

④卓話時間を短縮することでエントリーのハードルを下げ

る 

テーマ ２ 会員増強（退会防止）・・・ 

①各委員会の役職を担うことによって責任感と連帯感が醸

成される 

②従前の委員会を異動することで、新たな交流、コミュニ

ティが創出される 

③同好会の活用 

テーマ ３ 国内でも「友好クラブ」はどうなの？ 

以前は北海道函館のクラブとの交流あり。一方、海外（韓

国）のクラブとは交流あり。 

コロナ渦で県を跨いでの交流は困難な状況だけに 

県内クラブとの交流の可能性は？ 

処々、具体的な課題解決に至る意見には至りませんでし

た。 

と言う事で三番館で美味しいお肉を頂きながら話はつきな

いのですが、時間が来たので1度お開きにして… 

退会防止の為の同好会の効用を確認するために、いつも

のカラオケ同好会のスナックで吉村先生以下数名で歌い

に行きました（ディスタンスを確保してますよ・・・・・たぶ

ん）。 

結果はいつもの様に吉村先生が圧勝で、たまには弱者に

もチャンスを与えるほうが退会防止になると思うのですが。 

いかがでしょうか？？(;^_^A 

例会の違いを教えてほしい。会員卓話を増やして頂き、グ

ルメ関係や趣味の話しをして頂きたい。 

②会員増強（入会のすすめ、退会の防止） 

新入会員が新会員を推薦するということがあり、これをもっ

と推奨する。 

③国内での「友好クラブ」はどうなのか？ 

出席者全員が賛成。前窪PGが非常にひたしくされている

山形県の藤川PGに友好クラブを推薦していただく。 



 

 

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」 

 

 

    ニコニコ箱  

 

山中君・・・「流れる雲よ」のチケット頂いて。 

植田君・・・橋本先生ごちそうさまでした。 

越部君・・・おかげさまでワクチン接種完了しました。 

       橋本先生お世話になりました。 

楠部君・・・ボチボチやられてきました！！ 

岩井君・・・雑賀さん初SAAがんばって下さい。 

       橋本先生ごちそうさまでした。IDM5、7班残金。 

湯山君・・・柴田委員長一昨日はお世話になりました。 

橋本忠美君・・・30年ぶりに会員名簿の写真更新しました。 

石橋君・・・おまたせしました。記念誌完成しました。 

前窪君・・・雑賀さんガンバッテ！！ 

小野君・・・雑賀SAAデビューおめでとうございます。 

       ゴルフのようにスムーズに頑張って下さい。 

林（芳）君・・・SAA雑賀ちゃんデビューがんばって。 

前嶋君・・・北芝会員ありがとうございました。 

       吉村先生ありがとうございました。 

毘舎利君・・・橋本院長 家内がお世話になりました。 

        ありがとうございます。 

戸井君・・・たちばなの壺漬ハラミ、おいしくて感動しまし 

       た！ありがとうございました。 

 

 

    計￥ 27,000 -  累計￥ 456,270 - 

親睦活動委員会メンバー 

6班 
日時：8月4日（水）18：30～ 

場所：木曽路 

リーダー：中村、当番：嶋谷 

委員：大林、嶋谷、豊田、橋本

忠美、前畑、山田（昭） 

当番の宮下会員が体調不良で

欠席のため、嶋谷会員が当番

を勤めて下さり、発表の20日 

が嶋谷会員欠席のため中村が

発表します。 

1．面白く楽しい例会のあり方 

＊例会で短い持ち時間で多くの会員の一言！を発表して

みては。趣味、興味のある事で共通点が見つかるかも。 

＊他のクラブの様子を聞いたりして面白そうなこと，良さそう

なところを取り入れてみては。 

＊以前はベテラン会員でクラブを楽しくしてくれる方がいら

した。 

＊「親睦と相互扶助」がロータリーの目指すところである。 

２、会員増強 

ＲＩが拡大（クラブを増やすこと）増強（会員を増やすこと）を

言い始めてロータリーがおかしくなって来ている現状では

入会を勧誘しづらい。相手が迷惑なのではないかと積極的

5班・7班（合同開催） 

日時：8月12日（火）18：30～ 

場所：わいんの玉手箱 

5班 リーダー：堀井 

       当番：岩井 

委員：北畑、柘植、宮本（茂） 

7班 リーダー：小野 

       当番：毘舎利 

委員：岩本、大山、島村、田辺 

メイキャップ：広瀬 

1.おもしろく、楽しい例会の在り方は、 

何をもって楽しいかは十人十色ではあるが、会員の趣味の

卓話をしてはどうか、外部卓話も楽しい内容にしてみては

どうか、席順のシャッフルや100万ドルの食事以外でも食事

を工夫できないか、定期的に夜間例会を開催して欲しい、

などの意見が出ました。 

2.会員増強（入会のすすめ、退会の防止） 

入会して10年の自分が紹介するのは時期尚早に感じると

の意見がある中で、最低1人は紹介すべきである、という意

見もありました。また退会防止策として入会後のしばらくの

間、紹介者以外にカウンセラーを付けてみてはどうか、など

の意見が出ました。 

3.国内での「友好クラブ」はどうなのか？ 

まずはメイクアップから始めてみてはどうか、全国南サミット

をしてみてはどうか、岡山の姉妹クラブである佐賀西RCと

豊川RCはどうか、ゴルフと観光ができて行きやすい所がい

い、などの意見が出ました。 

久しぶりのIDMは2班合同開催で、いつも通りの和気あいあ

いとした楽しい会になりましたが、予想通りお酒が進むにつ

れ、話が錯綜して聞き取れなくなりました。次回からはＩＣレ

コーダーを用意して、後でまとめるようにしたいと思います。 

に声をかけにくい。 

＊退会はクラブとその方が水が合わない時もまれにあるが

高齢、仕事の都合などやむを得ない理由あることが多いか

ら退会防止をＩＤＭのテーマにあげるのはやめよう。 

3、国内の友好クラブ 

以前から徳川御三家の地域クラブとか。南クラブとかの友

好クラブの話は度々あがるが無理に作る必要はないので

はないか。 

＊＊番外 

ロータリアンとは良い意味でのエリート意識を持たなければ

ならない。チャーターメンバーの眼科医若月会員が言われ

たとの事。こういうことを聞けるのもＩＤＭのよいところです。 


