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 井口善隆   

2021年１２月 第４週・2022年１月第２週 合併号 

  

  ２０２２年 １月１４日（金） No.２８６９ 

 第２９２６回 例会 

 ○ ソング「君が代」・「奉仕の理想」 

 ○ 新年例会 

  

 １月２１日（金） 

 ○ ソング「R-O-T-A-R-Y」 

 ○ 年男・年女の方々へのインタビュー 

     和歌山放送 

      アナウンサー 

         赤井 ゆかり 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１２月１９日（日） 

出席報告    会員８０名（出席規定適用免除会員８名） 

          出席５６名 ホームクラブ出席者７０％ 

幹事報告 

早いもので今年度もクリスマス

家族例会開催の日を迎えまし

た。会長・幹事就任前に林幹事

と、クリスマス会の時には「もう半

年も過ぎてしまった」と残念がろ

う、と決めていましたが、さて本

日私たちは残念そうな表情をし

ていますか？それとも嬉しそう

な顔をしているのでしょうか。 

今日午後４時から和歌山県立

文化会館で毎年恒例の葉加瀬太郎のコンサートがありまし

て、実は先ほどまで行ってました。前半だけ聴いて仕方無

しで県文を後にしてきました。音が全身を包んでくれるコン

サート会場はまるで別次元さながらで、ライブはいいなぁ、

とつくづく思います。映画館へ行って観る映画も同様で

す。わざわざ行く価値があります。ロータリーのEクラブは

ネット上で会合をするのでしょうが、ロータリークラブ の醍

醐味はやはり例会や本日のような親睦の会にわざわざ出

てきて会員やそのご家族との親交を深めていくことでしょ

う。今はまだまだ色々制約が続くご時世ですが、親睦活動

委員会がクリスマス会に嗜好を凝らしてくれています。みん

なで食べて飲んで語って大いに楽しみましょう。 

○メリークリスマス！ 

本日はクリスマス家族会例会

です。 

本日が今年最後の例会とな

り、来年初例会は１月１４日と

なっております。 

皆様、元気に出席お願い致し

ます。 

○来年１月１４日の初例会の

前に８日～１０日の沖縄親睦

旅行がございます。 

今、沖縄でコロナが増えつつあり年明けの感染状況が気に

なるところです。 

先日の１２月の理事役員会にて 沖縄親睦旅行の動向は

国の方針に従い決定する と決まりましたので今のところは 

ＧＯの方向で進展しております。 

何か問題が生じた時は 理事役員会、親睦委員会と協議

し、決定したいと思います。 

柴田親睦活動委員長より 

本日のゲスト紹介 
山田出席委員長より 

本日の出席報告 



 

 

青少年育成委員会  

野島好史青少年奉仕理事 

12月19日（日）ﾛｲﾈｯﾄﾎﾃﾙで開催されたｸﾘｽﾏｽ夜間例会

に、南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの奨学生及び奨学生OBと旭学園園長

の4人が招待されました。 

現役の奨学生(女子)は現在大阪の専門学校で建築士を目

指し勉学に励んでいます。コロナで中止されていた対面授

業も始まり、ﾘﾓｰﾄ授業も並行して受けるという多忙な毎日を

送っています。また奨学金の卒業生（男子）は和歌山の電

子部品ﾒｰｶｰに就職し、ﾌﾟﾘﾝﾄ配線基板設計に携わってい

ます。今の設計製造はｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰが不可欠で、彼もﾌﾟﾛｸﾞﾗ

ﾑを駆使して仕事をしているとの事です。最後に一番年長

の奨学金卒業生（女子）は引き続き大阪の病院で看護師を

していますが、勤務しながら専門の診療科目の勉強もして

います。彼女は南ｸﾗﾌﾞの奨学生第一号です。ｸﾘｽﾏｽ会の

度に報告される彼女の活躍と成長が、毎年１人奨学生を送

り出すという現在の奨学金ｼｽﾃﾑを作るきっかけになったの

は間違い有りません。この３人を見ていると、本当にそれぞ

れの成長が良くわかります。 

今年のｸﾘｽﾏｽ会を終えて初めて「児童養護施設奨学金制

度もなんとか軌道に乗ったな」という思いを抱くことが出来ま

した。担当委員会の皆さん、南ﾛｰﾀﾘｰ会員の皆さん今まで

ご協力ありがとうございました。来年の４月には新しい奨学

生（男子）が大学進学をｽﾀｰﾄする予定です。これからも皆

様の応援宜しくお願いします。 

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」 

 奥様お誕生日祝の 

 成瀬宏司会員 

クリスマス家族夜間例会懇親会 

乾杯の挨拶 

樫畑直前会長 



 

 

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」 



 

 

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」 



 

 

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」 



 

 

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」 



 

 

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」 

懇親会の司会 
宮本親睦活動副委員長 

飲み物当てゲーム・ 

ゴルフパッティングゲーム 



 

 

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」 

元タカラジェンヌによる 

クリスマスミニコンサート 
      花城 アリア さん 

      大凪 真生 さん 



 

 

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」 

  

  ２０２１年１２月１９日（日） No.２８６８ 

 第２９２５回 例会 

 ○ ソング「赤鼻のトナカイ」 

 ○ クリスマス家族夜間例会 

    ダイワロイネットホテル和歌山 

          １８：００～ 

会長報告 

幹事報告 

本日のプログラム 

前週の報告  ２０２１年１２月１７日（金） 

出席報告    会員８０名（出席規定適用免除会員８名） 

          出席４８名 ホームクラブ出席者６０％ 

趣味で、下手くそながらアコー

スティックバンドで音楽を楽しん

でます。以前和歌山城南RCの

会長を務めたサイバーリンクス

の佐藤正光氏は我々の音楽仲

間ですが、彼の提案でミュー

ジックビデオを作っています。

佐藤さんのバンドがエレキギ

ター、キーボード、ドラムで演奏

し録画したものの上に歌の録

音・録画を重ねていきます。音

程が極めて不安定な女子メンバーのヴォーカルを佐藤さ

んが編集ソフトを駆使し、彼女のほとんど全部の音声を正

しいピッチ（音程）に修正したデモを聴きましたが、見事な

仕上がりに驚かされました。今後これらをYouTubeに投稿し

ていく予定です。佐藤さんのPCやITの知識や技術は羨ま

しい限りですが、今はSNSやYouTubeを利用して誰でも比

較的手軽に個人的な情報を世界に発信できる時代です。

我がクラブにも村上さんや石橋さんのようにPCなどに詳し

い会員の方は何人もいらっしゃるのではないでしょうか。本

年９月に国の行政機関としてデジタル庁が設置されまし

た。和歌山南RC内にもITのエキスパート集団によるデジタ

ル委員会を作り、奉仕活動や親睦活動、会員が集めた情

報などを楽しく編集し、映画の予告編のようなスピード感の

ある動画を作成し、広報活動の一環として世間に発信して

いくというのはどうでしょうか。 

○明後日１９日㈰ １８時より ク

リスマス家族会例会です。 

２４日㈮の例会は休会となってお

ります。 

○子ども食堂募金箱回させて頂

きます。宜しくお願い致します。 

   

   12／19 ニコニコ箱 

 

奥様誕生日・・・成瀬君 

事業所創立・・・北畑君 

 

和歌山中RC親睦委員会宮本裕史様 

 ・・・和歌山南ロータリークラブの皆様、メリークリスマス！！ 

   12／24の当クラブのクリスマス例会にエレクトーンをお貸 

   し下さりありがとうございます。 

上西君・・・半年が過ぎてしまいました。残念です。 

林（芳）君・・・メリークリスマス。本年度も折り返し、後半戦も気 

        合で乗り切ります。 

柘植君・・・ラジオチャリティーミュージックソンではみなさまに 

       大変おせわになりました。ありがとうございます。 

成瀬君・・・勝手休みすみません。 

 

             計￥24,000 -  累計￥1,344,470 - 

閉会の挨拶 

小野副会長 



 

 

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」 

      

     12／17 ニコニコ箱 

 

樫畑君・・・RCコンペ優勝させて頂きました。楽しかったです。 

越部君・・・グルメ会でも毎回ごちそうさまです。そして、総会欠 

       席して失礼しました。 

岡崎君・・・大林さんごちそうになりました。 

湯山君・・・大山さん、島村さん、先日ゴルフお世話になりまし 

       た。 

戸井君・・・橋本先生、ごちそうさまでした。Blueの8番でバー 

       ディーなんて。今後一生取れないと思います(^_^; 

雑賀君・・・林さん、先日はありがとうございました。 

       リベンジお待ちしています。 

 

 

 

             計￥12,000 -  累計￥1,320,470 - 

卓 話 

『人材移動のかけはし 

「公益財団法人産業雇用

安定センター」について』 
 

公益財団法人 

産業雇用安定センター 

和歌山事務所 所長 

 中島 一裕 様 

 

今を遡ること３４年前となる１９８７年３月に政府の雇用対

策の一環で、「出向・移籍支援の専門機関」として産業

雇用安定センターは設立されています。これまで厚生労

働省、経済・産業団体や連合などとの緊密な連携のもと

に全国ネットワークで「失業なき労働移動」の課題に取り

組み、設立以来で累計約２２万人の再就職や出向の

マッチングを実現するなどの役割を果たしております。 

具体的に私どもの業務についてですが、大きく分けて３

つとなります。 

１．再就職の支援（高齢者のキャリア人材バンク含む） 

２．出向の人材マッチング 

３．セミナー事業（有料） 

「３」以外は「雇用保険」の補助金で運営しているためす

べて無料となっています。 

「１．再就職の支援」につきましては、事業縮小ないしは

廃業となる事業所からの依頼をもとにやむなく離職され

る方のみが対象となり、離職日までに当センターに登録

が必要となり、離職後１年間のお手伝いとなります。 

「２．出向の人材マッチング」では、人材の余剰が出る事

業所と人材を必要とする事業所との間を取り持つ仲人を

おこなっています。出向期間、その間の人件費などにつ

きましては双方で話し合いの上で決めていただくことに

なります。特に今年２月からは厚生労働省による「産業

雇用安定助成金」という制度もでき、活用してみるのも一

つであると思います。 

「３．セミナー事業（有料）」については比較的安価で各

事業所の人事課題に合わせたセミナーをおこなってい

ます。 

 最後になりますが、当センターのご利用をお待ちして

おります。 

樫畑直前会長より 

中島一裕様のご紹介が

ありました。 

親睦活動委員会メンバー 

委員会報告 

親睦活動委員会 

 宮本憲吾副委員長 

12/19にクリスマス家族例会を行い

ます。また、1月９日（前泊の方は8

日）から家族会親睦旅行を行いま

す。会費の納入等よろしくお願いい

たします。 

野村親睦活動委員長より 

本日のゲスト紹介 
北芝出席副委員長より 

本日の出席報告 


