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 井口善隆   

2022年３月 第３週 

  

  ２０２２年３月１８日（金） No.２８７１ 

 第２９２８回 例会 

 ○ ソング「R-O-T-A-R-Y」 

 ○ 卓話 『紀州の宝「正忍記」について 

       ～忍術伝書「正忍記」の心と生きる力～』 

     正忍記を読む会 会長 

     和歌山信愛大学 非常勤講師 

           福田 光男 様 

  

 ３月２５日（金） 

 ○ ソング「四つのテスト」 

 ○ 卓話「 I Serve 」 

    職業奉仕プロジェクト委員会 

        角谷 浩二 委員長 

 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  ２０２２年３月１１日（金） 

出席報告    会員７９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７０．８９％ 

幹事報告 

およそ２ヶ月ぶりの例会となりま

した。皆さまお変わりはなかった

でしょうか。 

私は、毎週金曜日のお昼には

何があっても例会に駆けつける

というせっかく身についた習慣

が途切れましたので、リズムを

取り戻すため気合を入れ直さな

いといけないなと思っていま

す。 

1月の沖縄旅行を断念せざるを得なかった新型コロナの第

６波ですが、3月いっぱい休会と決めたクラブもあるようで

す。 

全国の感染状況の情報を引き続き注視し、今後の例会の

開催を慎重に検討していきます。さて、今一番胸が痛むの

はウクライナ情勢です。2640地区で支援金を集めウクライ

ナに送金する予定だったのが、うまく届かないかもしれない

とのことで急遽中止になり、個人的にRIに寄付をしてほしい

との連絡がありました。締まりのない話しです。世界平和を

目指す団体なんですから、ロータリークラブはロシアに対し

て、世界規模で批判の声明を発するかデモを敢行するか

をしないとダメなんではないでしょうか。 

●コロナ感染拡大の為、約２

か月ぶりの例会となりました。 

市内９ロータリークラブの現在

の休会状況は 城南ロータ

リークラブ、東南ロータリーク

ラブが３月いっぱいの休会を

決定しております。 

その他のクラブは今週の例会

より再開しております。 

●東南ロータリークラブ様より

３月２３日の合同例会の中止連絡がありました。 

よって２５日㈮を通常例会に変更しております。 

宜しくお願いします。 

●農林中金 湯山弘二会員 アサヒビール 野村直樹会

員 の２名の転勤により３月末での退会届が提出されまし

た。 新転地でのご活躍を祈念いたします。 

尚、両社、和歌山への所属長の配置がなくなるとの事で後

任の入会はありません。 



 

 

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」 

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 

本日のソングは、大林

SAA・ｿﾝｸﾞ副委員長 

「それでこそロータリー」 

①青少年交換委員会 

  大工博史委員長 

 長期交換留学事業が再開さ

れます。和歌山南ロータリーの

受持ちは星林高校で、今年４月

入学生が対象となり、６月３０日

応募締切、７月２４日が選考試

験の予定です。 

対象校は４校ありますが、募集

人数が３名となるため、さっそく、星林高校に説明に出向く

予定です。長期交換留学事業は最近２年間中止となって

いることに加え、新型コロナ禍の継続、さらには欧州の紛争

など事業に不透明な状況もありますが、南ロータリーの皆

様のご支援、よろしくお願い申し上げます。 

 

②親睦活動委員会 

  植田好紀副委員長 

 ３月末で野村会員（アサヒビー

ル）、湯山会員（農林中金）が転

勤により退会されます。お二人

の送別会を３月２８日（月）に開

催の予定ですので、出欠確認

を行います。 

連続出席表彰 

南方康治会員３３年  

長 寿 祝 

栗本勝彦会員が先月、井口廣昭会員が今月、喜寿を迎え

られましたので上西会長よりお祝いの記念品をお渡し致し

ます。 
出 席 委 員 会 

山田出席委員長より本日の出席報告 

親 睦 活 動 委 員 会 

志賀親睦活動委員より本日のゲスト紹介 



 

 

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」 

卓話 

「こども食堂の可能性に 

 ついて」 
 

 NPO法人 

 こども食堂わかやま 

  理事長 岡 定紀 様 
 

 こども食堂は2012年、東京の一人の婦人が「子どもが一

人でも安心して来られる食堂」として「こども食堂」と名付け

たことから始まりました。 

今年で誕生10周年を迎え、今や全国6000カ所を超える

勢いで増えていますが、当初は深刻な状況になっていた

子供の貧困問題に対する民間のボランティア活動という文

脈で専ら取り上げられました。 

 しかし現在は、子供だけでなく地域の大人、高齢者も含

めた地域共生の食堂として運営しているところが大半であ

り、そこに映し出される社会問題は、より大きな「無縁社

会」、「孤立社会」といった全ての人に関わる大問題である

と言えます。 

こども食堂が増えた背景には、「近年、人間関係が希薄

になったなあ…」、「共に食事をするのって、やはり楽しいな

あ！」、「子供の笑顔は癒されるし、明日の力を与えてくれ

るなあ！」といった、共感の輪が広がったからだと思いま

す。 

このたび、和歌山市で行ってきた諸活動を発表する機

会を与えていただきました。コロナ感染拡大の為、「会食」

を自粛せざるを得なかったこの2年間の活動を、特に紹介

することになりました。コロナ拡大という非常時において、普

段は楽しく食事を囲んでいた人々であっても、急に生活困

窮に陥るという不測の事態があちこちで見られました。そし

てそのコロナ禍の皺寄せを大きく受けたのは、女性や子供

など社会的弱者と言われる層でもありました。 

連日食料を頼ってくる家庭の相談を受ける傍ら、社会全

体が不意に困窮に陥る人々を支えていくような仕組みも同

時に作り上げていかなければいけません。コロナで行き場

を失った食材はどこに行くのか、必要な人に必要な時に届

けられ、誰も漏れ落ちることのない地域づくりは如何にして

可能になるのか、深く考える日々でありました。 

そして改めて認識し、今後の揺るぎない信念となったこと

は、平常時の繫がりこそ非常時の迅速な支援に結び付くと

いう、災害支援で目にする当たり前の事実でした。 

今、地域社会が崩壊し続けています。この崩壊の厄介な

ところは、音を立てず、静かに徐々に進行するということで

す。気が付けば、我々の社会はとんでもないことになって

いた。ということのないよう、今後も人と人とを繋げる力を

持った「こども」を大切にしながら、地域づくりに励んでいき

たいと思います。 

親睦活動委員会メンバー 

江口社会プロジェクト委員

長より岡 定紀 様のご紹介

がありました。 

本
日
の
お
食
事 



 

 

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 

 

本人誕生日・・・井口（廣）会員・大工会員・大林会員・ 

         窪田会員・栗本会員・雑賀会員・野島会員・ 

         林（芳）会員・毘舎利会員・広瀬会員・ 

         宮下会員・山田（昭）会員 

奥様誕生日・・・井口（廣）会員・石橋会員・岩橋会員・ 

          岡崎会員・雑賀会員・嶋谷会員・ 

          坂東利仁会員・広瀬会員・前窪会員・ 

          前田会員 

事業所創立・・・岩井会員・大工会員・大林会員・藤林会員 

入会記念日・・・岩井会員・小野会員・北畑会員・栗本会員・ 

         野島会員・野村（壮）会員・畠中会員・ 

         林（芳）会員・坂東利仁会員・毘舎利会員・ 

         広瀬会員・南方会員 

皆出席表彰・・・南方会員 

井口（廣）君・・・長寿祝をいただきありがとうございました。 

畠中君・・・80代の年男になった年にアキレスケンを切りま 

       した。車イスの生活！！ 

庵田君・・・例会再会できて とてもうれしいです。 

       これからもずっと続けばいいナー。 

植田君・・・娘が志望大学に合格しました。 

栗本君・・・長寿祝をいただいて。 

山中君・・・3回目のワクチン後陽性になり10日自宅で休み 

       ました。 

前窪君・・・和歌山南クラブ創立の年に結婚しました。 

江口君・・・岡さん よろしくお願いします。 

       ちょっといいことがありました。 

湯山君・・・4／1付で千葉支店長へ異動になりました。 

       2年6ヶ月のロータリアン生活のうち2年間がコロ 

       ナでしたが楽しく活動させていただきました。 

       皆様ありがとうございました。 

橋本忠美君・・・60有余年に及ぶ私のゴルフ人生もとうとう 

         終りそう！！ 

林（芳）君・・・お久ぶりでございます。 

 

             計262,000 -  累計￥1,747,470 - 

３月お誕生祝 

３月お誕生祝の皆様です。 

ゴルフ同好会、 

３月度月例:通算７０４回が３月１３日（日）和歌山カント

リー俱楽部にて開催されました。 

優勝は、植田好紀会員でした。 

成績はホームページにアップしていますのでご覧下さ

い。 

今後の予定  4月10日（日）・5月22日（日） 

集合時間 ８：００ 場   所 和歌山カントリークラブ 

     皆さんのご参加どうぞ宜しくお願い致します。 

*今年度 地区大会は、コロナウィルス感染の拡大を踏まえ

３月２７日午後より各クラブ会長・幹事のみの出席による１日

だけの開催となっております。 

ゴ ル フ 同 好 会 


