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2021年１１月 第４週 

  

  ２０２１年１１月２６日（金） No.２８６４ 

 第２９２１回 例会 

 ○ ソング「我等の生業」 

 〇 卓話「地域に根ざしたシンクタンクとして」 

    和歌山社会経済研究所 

     専務理事 

          谷口 恵美 様 

  

 

 １２月 ３日（金） 

 ○ ソング「君が代」・「奉仕の理想」 

 〇 年次総会 

 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１１月１９日（金） 

出席報告    会員８０名（出席規定適用免除会員８名） 

          出席５７名 ホームクラブ出席者７１．２５％ 

幹事報告 

本日のｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 

大林SAAｿﾝｸﾞ副委員長 

○和歌山放送チャリティミュー

ジックソン募金箱を今週もまわさ

せて頂きます。ご協力の程宜し

くお願い致します。 

○市内９クラブの親睦ゴルフコ

ンペの日程が決まりました。 

５月８日㈰ 有田東急ゴルフクラ

ブにて 

今年度 当クラブが幹事クラブとなっております。 

ゴルフ同好会の皆様、ご協力お願い致します。 

○１２月１９日㈰ クリスマス家族例会です。 

今年は参加人数を制限せず通常通りの開催です。 

多数の参加お待ちしております。 

○例会終了後、指名委員会を4Ｆホワイエで行います。 

北芝出席副委員長より 

本日の出席報告 

本日は皆様へのご報告事項が

あります。 

昨年度は和歌山南RCも新済州

RCも周年記念の年度であった

ので、本来なら互いに訪問し、

祝福し合う段取りであったの

が、残念ながらコロナ禍により行

き来を断念せざるを得ませんで

した。しかしこれを機会に、今ま

での交流の在り方やマッチング

グラントの進め方などが、国民性の違いからなのか、考え

方にすれ違いを感じさせられたことも多々あり、姉妹クラブ

提携を見直してみようという意見が出、何度も理事役員会

の議題として上がりました。時を同じくして、大学進学を希

望する児童養護施設の子どもを支援する事業をもっと手厚

くできないものかという議論もあり、限りある予算をより有意

義な事業に充当しようという気運となりました。よって、理事

役員会において、2022年4月に自動的に延長する予定の

姉妹クラブ締結を終了する旨を新済州RCに通達すること

を決定しました。 

例会は討論したり何らかの決定をしたりする会合ではない

のでこの場では報告だけさせていただきますが、色々なお

考えもあるだろうと思います。忌憚のないご意見を遠慮なく

理事会にお伝えください。 



 

 

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」 

委員会報告 第２回 I.D.M. 発表 

前嶋 R情報委員長 

テ-マ 

1.会員卓話の増進！ 

2.色々な職種の方に是非聞いてみたいテーマは？ 

3.未来の和歌山南ロータリークラブへの夢、希望は? 

4.2022年－23年度理事指名委員の選出 

  『指名委員会は１１月１９日(金)例会終了後開催』 

   ※各班 指名委員１名を選出願います 

2021-22年和歌山南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

児童養護施設等奨学生 

選考委員会結果報告 

青少年奉仕委員会 

 野島 好史 理事／委員長 

 

11月6日15：00よりビッグ愛８階に

おいて2021-22年の児童養護施

設奨学生面接及び選考委員会を

開催いたしました。対象は虎伏学園推薦で県立桐蔭高校

３年の男子で本年度は１名での選考となりました。 

本人の進学希望校は大阪大学及び大阪公立大学です。 

理論物理（量子力学）に興味を持ち、将来は研究者として

大学院進学か企業の研究室に就職を考えています。 

三年間の成績は問題なく面接により進学に対する強い意

志を感じる事が出来ました。 

よって選考委員会は全員一致で上記学生を2021－22年の

奨学生として認定し、先週の理事会にて正式承認されまし

た。 

以上報告致します。 

 

※選考委員会ﾒﾝﾊﾞｰ 

会長・幹事・青少年奉仕理事・青少年育成正副委員長 

連続出席表彰 

楠部和弘会員 36年  

１班 
日時：11月4日（木）18：00～ 

場所：ステーキ割烹富士 

リーダー：樫畑、当番：水城 

委 員 ： 大工、楠部、野 島、坂

東利仁、林（勇）、藤林 

メイキャップ：田村 

 

１ 会員卓話の増進！ 

 〇仕事ではなく、趣味の話

でもいいのでは？ 

２ 色々な職種の方にぜひ聞

いてみたいテーマは？ 

 〇コロナ禍の対応について、大変であったであろう旅行

業界、病院、医療介護関係者、飲食業界の方について話

を聞いてみたい。 

 〇追い風であったようなスーパー、ＩＴ企業などの話も聞

いてみたい。 

 〇各業種の特性や苦労話について、自分の業界以外の

こと、ロータリーならではの聞けることを聞いてみたい。 

３ 未来の和歌山南ロータリークラブへの夢、希望は？ 

 〇メイキャップ日本一を目指す！ 

 〇若手主導で役職を担って引っ張っていけるクラブがい

い。 

 〇普段できないような経験がしたい（ミャンマーへの支

援、澤先生との文化的な活動、商売以外の経験、未知との

遭遇） 

４ 指名委員 大工博史会員 

親睦活動委員会メンバー 



 

 

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」 

2班 
日時：11月5日（金）18：30～ 

場所：木曽路 

リーダー：山田守、当番：林（芳） 

委員：庵田、吉村、堀井、田辺、

金谷 

メイキャップ：大山、宮本（憲） 

 

1.会員卓話の増進 

南ロータリーが多い理由は、会

員数が多い為 

外部卓話のお客様を呼びやす

かった為 

他のロータリーは外部卓話より会員卓話の方が多い 

職業別の卓話が開いてみたい 

堀井会員、卓話ネタは豊富にある為 １ヶ月（４週）連続で

も大丈夫との事（アキラマンスリー） 

 会員の意外な面を見てみたい 

古い会員によるロータリーとの歩みを聞いてみたい 

卓話者を（会長、幹事以外）くじ引で決める 

2．色々な職種の方に是非聞いてみたいテーマ？ 

村上会員にスマホの使い方を教えてもらいたい（大山会

員） 

西村会員に芸能界の裏話を聞いてみたい 

樫畑会員に色々ホントの所をいろいろ聞いてみたい 

3．未来の和歌山南ロータリークラブへの夢、希望は？ 

新入会員をコンスタントに迎え、女性会員を３０％ 

２６４０地区でなにかの部門でNo.１ 

全盛期のように１２０名の会員数 

趣味（ゴルフ、釣り、カラオケ等）を楽しみ末長く 

南ロータリーの余剰金を投資して増やし会費を安く 

支援した奨学生たちが南ロータリーに入会してくれれば最

高メンバーをご覧頂ければ分かると思いますが、乾杯と同

時に開始され３０分で話がまとまらなくなり、１時間経過した

頃には紙では残せない会話となっておりました。 

コロナ渦の我慢が爆発、炎上した一夜となりました。 

楽しければ “ヨシ” としよう 

 

テーマ 4 

指名委員 金谷直俊会員 

3班 
日時：11月5日（金）18：30～ 

場所： 焼肉参番館 

リーダー：三木、当番：柴田 

委員：大林、宮下、北芝、 

    野村（直） 

メイキャップ：植田 

 

テーマ１  会員卓話の増進 

・最近、外部卓話が中心になっ

ていて会員卓話が少ないように

思われる 

  特に、入会が2年以内メンバーの会員卓話が無いので、

会員卓話を増やしてほしい 

 ・昨年の春よりコロナ禍ですが、和歌山南RCのメンバー

にお医者さんも多いので、各医師メンバーの卓話も開きた

いと思います 

1.コロナ禍での注意すべき点 

2.コロナワクチンの3回目接種について 

3.今後のコロナ禍について 

4.個々の健康問題について 

 

テーマ２  色々な職種の方に是非聞いてみたいテーマ

は？ 

・和歌山の歴史 

和歌山南ロータリーの歴史について 

紀州徳川家の歴史について 

・近代美術館の学芸屋の方に卓話をお願いしてみてはと

の意見もありました 

 

 テーマ３ 未来の和歌山南ロータリークラブへの夢、希望 

・和歌山南ロータリーの社会貢献について 

  社会貢献については個人の社会貢献のアイサーブと南

ロータリークラブとしてのウィサーブがありますが、どうしても

アイサーブとウィサーブを比較するとウィサーブが主流にな

ると思われます 

・和歌山城ホールの柱時計寄贈について個々の意見を聞

く 

1.柱時計の位置が分かりにくい 

2.柱時計の価格について 

3.柱時計の寄贈について和歌山９クラブでの寄贈であるか

どうか 

 

 テーマ4 2022-2023年度理事指名委員の選出について 

 3班の当番である柴田が2022-2023年度理事指名委員に

選ばれました 

4班 
日時：11月1日（月）18：30～ 

場所：ラ・ヴェランダ 

リーダー：野村（壮）、 

当番：毘舎利 

委員：井口（善）、越部、柘植、

橋本忠通、宮本（憲）、江口、 

メイキャップ：南方、宮本（茂） 

 

IDM開始第一日目の１１月１

日に野村壮吾リーダーのどう

しても早く開催したい！と熱い

希望でラ・ヴェランダにおいて

美味しいワインとフルコース料理を頂きながら、開催いたし

ました。 

今回のＩＤＭはテーマ①.②が内容的に似た内容の質問と

野村リーダーと柘植プログラム委員長がおっしゃるので、ま

とめた意見を皆さんに聞くことにしました。 

が、早々に南方会員から乾杯はまだ？と言われまして、、、



 

 

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」 

5班 
日時：11月4日（木）18：30～ 

場所：木村屋 

リーダー：野上、当番：中村 

委員：石橋、雑賀、橋本忠美, 

   藤本、山田（昭）、前畑、 

   嶋谷、林元（光） 

 

テーマ 1と2について 

 

＊聞いてみたいテーマ 

堀井会員の世界遺産、日本

遺産への旅について。今まで

の卓話で印象深いのは北畑龍平さんの人間魚雷「回天」

のことです。 

ロータリーにどんな方が集っているのかに興味がある。そ

の人にしか話せない事を聴きたい。 

 

テーマ 3 

日本のロータリーの中でも「なってない！」といわれている

2640地区についての説明を地区ガバナーに要望しても何

も返って来ない。地区に対しては夢も希望もない。会員増

強はＲＩがいうだけ。会員増強！に踊らされず人数の多少

にかかわらず楽しければＯＫ！ 

会員を増やすことを目的とせず楽しければ参加すると新し

い会員の意見もありました。 

ロータリーが今出来る意義ある事は「子供食堂」や青少年

育成、日本の若者を世界に送り出すことではないでしょう

か。 

 

テーマ 4 

指名委員 林元光広会員 

シャンパンで乾杯、そのまま食事とミーティングのスタートと

なりました。波乱の幕開けです。 

当番久しぶりで酔って報告を書くのに自身が無かったので

携帯に２時間半以上の録音があったはずですが、、、上書

きなのか途中触ったような無かったような？結果大半テー

ター消失。 

録音に安心してメモは数行でしたが思い出しだし取りまと

めた内容であることをまずお詫びします。なので第４班のメ

ンバーには申し訳ございません。簡単な報告となってしま

います。 

走り書きのメモと微かに残る記憶として断片的ですが報告

させていただきます。 

野村リーダーの挨拶の後今回のテーマ説明で次年度予定

者？まだまだ公表すべきではない事でしたが、自分が次

年度の職業奉仕理事としての夢、野村年度に行った会員

職場訪問についての再開それについて力説から始りまし

た。 

それに何故、今日の開催になった事の説明が野村さんか

ら有り１週間後の大腸手術をする件について聞きその話で

盛り上がり、橋本院長の炭チャコールで染色して大腸の切

除場所を確認する話を聞き、今の野村リーダーは腹黒く

なっている。 

これは切除しても治らないとの見解でメンバーが一致。手

術の手法やそれにまつわる話で、これは卓話を聞いている

ようでした。 

歯医者さんに歯の磨き方を還暦越えて教わるやら、薬剤師

業界のジェネリックの選択やそれによっての製薬会社の裏

話や薬の選択は薬剤師には責任はなくお医者さんの言わ

れるままに処方していて責任はないとの責任転嫁。などな

どの業界のマニアックな裏話が聞けたことで総括すると

①.➁番については様々な職業の会員による会員卓話、同

業者や関連業種２．３人の座談会形式での卓話が楽しく、

会員参加型のディスカッションやここでしか聞けない話、こ

れが聞けるのも例会出席しないと聞けない南ロータリーに

入会しないと聞けない卓話が聞いていて面白いという事で

纏まり、これを柘植プログラム委員長に託して終了としまし

た。 はずです。 

たぶん、この時間帯からワインで程よく酔って和歌山の夜

景を眺め美味しい料理を頂き話が弾み、微かな記憶で南

方さんのお話が長かった事と、今ではできない昔の（過去

の）ロータリーでの出来事や思い出話が聞けた。 

文章にしてはいけない報告できない裏話を聞いたような聞

かなかったような。他の先輩方々からも昭和に南ロータリー

クラブで行って来た活動や楽しかった事など思い出を卓話

でぜひ聞かせていただきたい。と思いました。 

テーマ➂南ロータリーへの夢、希望については沢山の意

見が出ましたと思いますが、数少ないメモ走りには会員の

多く会費の安い南ロータリー、何よりも資金（予備費含め）

を運用できる南ロータリー、頼られるロータリー、瞬発力を

持って行動を取れる南ロータリーになりたい。 

楽しみが多いクラブ、優しい先輩と仲の良いメンバー、お

酒を嗜む方、肝臓が強い方が多い、南はゴルフ・カラオケ

フィッシング＆グルメ・若竹会・嶋ちゃん会などなど集まる機

会が例会以外でも多いが夜間例会も楽しみであるのでもっ

と増やしてもらいたい。 

会員拡大増強で更に強い南ロータリー、企画と行動力を、

心を病む人和歌山多いALSOK、コロナ隔離、偽装結婚マ

ネーロンダリング、離婚原因第一位は愛では無くお金 浮

気ではない、早期ガン、S状結腸ホッチギス、ガン保険、保

守和歌山、選挙と書いておりました。半分は私の想いをメ

モしたのかも知れませんが、、、 

今回のIDMメンバーは楽しく笑いが絶えないミーティングで

盛り上がった会でストレス発散した会であったであろうと、

走り書きメモから思います。 

唯一、隣に座られた南方先輩のお話が長く楽しかった事

（内容は忘れましたが）が私の記憶に残っております。 

最後に野村リーダーの手術が無事に成功することを皆で

願い乾杯して、酔い覚めを兼ねてベランダに出てライトアッ

プされた和歌山城バックに集合写真を撮って終了しまし

た。追伸、越部さんと野村さんは色々な高級茶での乾杯で

した。 

以上で第４班の拙い報告とさせてもらいます。 

テーマ 4 

指名委員 江口暢洋会員 



 

 

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」 

6班 
日時：11月5日（金）18：30～ 

場所：わいんの玉手箱 

リーダー：島村、当番：小野 

委員：戸井、広瀬、保田、 

    前田、前嶋 

 

開始は6時30からでしたが情報

委員長が仕事で遅れていたの

でもう少し待とうと言う事で 

飲みながらたわいもない話で

盛り上がり附属小学校の同窓

会の話や最近は子供の人数も減ったやの動物の犬と猫

どっちが好きか犬は賢いが猫は賢くない等ワインのラベル

に猫や子猫をイラストしているのが多い等話しているうち

に、前島情報委員長が来られたので30分遅れで前田先生

の音頭で乾杯をしてIDMの議題に入りました。 

 

1のテーマ 

会員卓話の増進については、コロナ禍の中で卓話者に来

て頂きにくい中・プログラム委員長の柘植さんが大変ご苦

労をなさっているとの事なので、会員卓話を増やすとのこと

ですが、6班の意見といたしましては、会員卓話をlヶ月に一

度又は2ヶ月に一度スケジュールに組み込めばどうでしょう

か？時間も話が好きで話題も豊富な方は30分。話の苦手

な方話題もない方は10分で3人に出て頂いても良いのでは

ないか?新入会員の卓話は有るが、先輩たちの卓話を聞い

た事がないメンバーも増えてきている。顔と名前が一致しな

い等この機会にプログラム委員会の方で、方針を決めて理

事会にはかり、そのうえで会員卓話を進めていけば良いと

言う意見でまとまりました。 

但し、後輩から先輩にお願いしにくいという意見もありまし

たが、要請があった時は断ることなく「ハイ喜んで」と受けて

頂く(特に島村会員・田辺会員) 

 

2のテーマについてはワインの話やオリーブの歴史から今

に至る話・動物病院の話・バブルの頃の建築不動産業の

話・趣味の話、居合の話80名ものメンバーがいるのだから

話題に事かかないのではという意見でした。 

3のテーマ夢希望については、急に皆が黙ってしまいまし

たが、やっぱり今日の様に会員同士のIDMの様な親睦の

機会を図れる機会が多い方が異業種の方々の新鮮な話の

中から夢や希望が生まれてくるのではと言う意見でまとまり

ました。 

その後延々と帰る時間も忘れるほど話が盛り上がり、ゴルフ

の話題になり広瀬さん保田君もたまにゴルフに行っている

ということから、島村リーダーからゴルフ同好会は宮本会員 

や湯山会員でもやってるから大丈夫と太鼓判をおしていま

した。2人とも是非この機会にゴルフ同好会に入会したいと

のことでしたので、同好会の方々は暖かく迎えて頂きたとお

もいます。 

広瀬会員美味しい料理とワイン有難うございました。 以上

です。 

テーマ 4 

指名委員 雑賀宅史会員 

7班 
日時：11月12日（金）18：30～ 

場所：センプレコンテ中島店 

リーダー：豊田、当番：岡崎 

委員：海堀、宮本（保）、前窪、 

    林元（政）、上西 

メイキャップ：湯山 

 

テーマ1. 会員卓話の増進 

転勤族の会員メンバーに卓話

して頂く（在籍年数が2年から5

年位の為）、全国を回られていたり 

和歌山県各地を巡回訪問しているので、特に県内各地の

ホットな情報を聞ける。 

＜和歌山に住みながら、和歌山の事を知らないメンバーが

多いと思う＞ 

自分たちの仕事のウラ話を聞きたい。（自社の仕事の内容

以外の苦労話） 

色んな団体の長として活躍されている、又は活躍されてき

た方々の仕事とは違う場面での苦労話 

会員メンバーの趣味の話 

 

テーマ2.  色々な職種の方に是非聞いてみたいテーマ

は？ 

弁護士さんに色んな『ハラスメント』の話 

医療関係者の本音話（お医者さん・訪問診療・訪問看護・

終末期医療等々） 

今後の農業法人の経営と現状の農業について 

新規の農業への参入について 

伝統工芸・もの作りについて 

テレビなどで流れている情報番組では聞けない、テレビで

は言えない「本来の話」 

その業界業界の突っ込み処のある話（cf.医療介護保険に

ついて） 

聞いてみたい事のアンケートを取る 

海外の企業が土地を買いに来ている話 

 

テーマ3.  未来の和歌山南ロータリークラブへの夢、希望

は？ 

英語を喋れれば出来るので、南ロータリークラブ活性化の

為、RI会長を輩出する。 

社会活動してロータリークラブの名を広める（周りの環境に

翻弄されないようにクラブの持ち味を大切にする） 

会員メンバーと色んな話をワイワイしながら聞くことで夢や

希望が持てる。 

会員メンバー皆が合う合わないがあっても、末永く仲良く出

来るために、ワイワイと食べて飲んで、人となりを理解できる

例会を増やしたい。 

会員メンバー数の維持をして楽しいクラブにしたい。（現状

維持） 

テーマ４.  指名委員 岡崎全雄会員 



 

 

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」 

令和３年１１月１４日和歌山カントリー俱楽部にて700回記

念コンペが開催されました。 
 

ゴルフ同好会７００回記念大会の結果 

通常ハンディ戦 優勝 大桑祥嗣会員 

  Wペリア  戦  優勝 橋本忠美会員 

                    

                      ニコニコ箱 
 

奥様誕生日・・・西村君・湯山君 

事業所創立・・・西村君・林元（光）君・林元（政）君・前畑君 

皆出席表彰・・・楠部君 

 

岡崎君・・・豊田先生、ごちそうになりました。 

野島君・・・奨学生 本年度分確定いたしました。よろしくお

願いします。 

大桑君・・・先日のロータリーコンペで優勝させて頂きまし 

              た。久しぶりの優勝で5年ぶりぐらいでしょうか。 

            パー11コとれました。インの11番で8たたきました。 

橋本忠美君・・・11月ゴルフDP戦で快勝して。 

                      B級グルメ研究会残金。 

岡崎君・・・「人間万歳」に奥畑公康氏を迎えて。 

水城君・・・橋本忠通会員のアドバイスのおかげでゴルフ 

           120切ることができました。ありがとうございました。 

越部君・・・B級グルメ会楽しかったです。 

              ごちそうさまでした。 

岩本君・・・久し振りの出席です。 

前窪君・・・岩本研さんの顏を久しぶりに見ました。 

戸井君・・・早退おわび。 

IDM残金・・・1班 

IDM残金・・・7班 

 

 計￥ 67,000 -  累計￥1,091,470 - 

ゴルフ同好会 ７００回記念大会 

１１月お誕生祝 

日 時 2021年12月19日（日）18:00～ 

場 所 ダイワロイネットホテル和歌山 

    和歌山市七番丁26－1 ＴＥＬ435－0055 
参加費 

     会  員           無料 

   ご家族（大人・中学生以上）    5000円 

      小学生以下食事要（お食事はお子様用）3000円 

      幼児(食事不要)          0円 

 

☆今年も昨年同様 お越しになられた方からホワイエ前に 

  あるクリスマスツリー前で写真を撮らせて頂きます 

クリスマス家族例会のご案内 

今月奥様お誕生祝の湯山会員と西村会員 


