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 井口善隆   

2022年４月 第４週 

  

  ２０２２年４月２２日（金） No.２８７６ 

 第２９３３回 例会 

 ○ ソング「和歌山南ロータリークラブ讃歌」 

 ○ 卓話「熊楠の魅力について」 

    南方熊楠記念館 

      館長 

           高 垣 誠 様 

４月２９日（金）祝日休会・５月６日（金）休会 
 

 ５月１３日（金） 

 ○ ソング「君が代」・「奉仕の理想」 

 ○ 卓話「リレーフォーライフについて」（仮題） 

   伏虎リハビリテーション病院 理事長 兼 院長 

   リレーフォーライフジャパン わかやま 2022 

    副実行委員長 

             中谷 匡登 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  ２０２２年４月１５日（金） 

出席報告    会員７７名（出席規定適用免除会員８名） 

          出席  名 ホームクラブ出席者   ％ 

幹事報告 

●コロナ感染再拡大の影響

により和歌山県内のロータ

リークラブで休会するクラブが

出てきております。当クラブも

様子を見ながら感染対策を徹

底したいと思います。 

●４月のロータリーレートが円

安の影響を受け１２２円になり

ました。 

●新済州ロータリークラブと３

５年続いた姉妹クラブの関係

を解消終了することが決定しました。お互いの今後の発展

を祈念しながらの円満解消でした。 

●青少年育成資金支援を終了し就職した田中優香さんよ

り感謝のお手紙をいただきました。 ニコニコ掲示板に掲

示しておりますので読んでください。 

まずは、林 幹事が比較的短期

間の再入院で済み、無事現場

復帰されました。おめでとうござ

います。おめでたついでに、10

日のゴルフコンペで昨年10月

に続き今年度2回目の優勝をさ

せていただきました。熱心に練

習してるとよく言われますが、練

習場の「紀州」に行くのは月に２

回程度です。行くと高い確率で

植田さんに会います。彼こそが練習王です。お強いはずで

す。見習いたいと思います。さて、ついに４月８日夜に新済

州ロータリークラブから返事が届きまして、３５年に渡る両ク

ラブの姉妹締結が、お互いの今後の発展を祈念し合いな

がら2022年４月末をもって円満に解除することになりまし

た。会員の皆さまには長らくご心配をおかけしましたが、新

済州RCの紳士的な対応にむしろ感謝の念を覚えました。

国際交流は我々の重要な活動の一つであることは今後も

変わりません。岡山RCとの親交•交流はこれからも引き続き

大切にしていかなければならないと切に思います。 

ゲスト 
米山奨学生・・・・・・王 欣 儀 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」 

①ロータリー情報委員会 

前嶋ヒロム委員長 

まず第３回インフォーマルディ

スカッションミーティングが開催

できる事を大変うれしく思いま

す。 

社会が大変な時こそがロータ

リーの原点。 

最終インフォーマルディスカッ

ションミーティングを楽しんで下

さい。 

②親睦活動委員会 

前畑泰洋委員 

家族会親睦旅行ですが、１月の

沖縄旅行が中止になった 

変更分として５月に日帰り旅行

を企画しました。 

日程は５月２９日（日）行先は京

都の貴船です。 

昼食はもちろん川床料理をお

楽しみいただきます。 

楽しい旅行で会員、家族の親睦をより深めていただきたい

と思います。 

是非皆様のご参加をお願い致します。 

委員会報告 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４月分をお渡ししました。 

ビジター 

植田親睦活動委員より 

ゲスト並びにビジターの紹介 

北芝出席副委員長より

本日の出席報告 

本日ビジターで和歌山東南ロータリークラブ赤在依美

様にお越し頂きました。 

ロータリーソング 

本日のソングは、大林SAA・ｿﾝｸﾞ副委員長 

「四つのテスト」 



 

 

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 

「あきらめたらアカン」 
 

学校法人 田原学園 

理事長 

 田原 サヨ子 様 
（和歌山アゼリアロータリークラブ） 

  

①腕白少女・・私は、八百屋の看板娘でした。その頃の八

百屋は、ミニスーパーと、言ったところでしょうか、魚も売っ

ていました。ここでエピソードをご紹介しましょう。小学校へ

入学したとき、先生との面接で、いろいろ魚の名前を聞か

れました。その時の会話です。先生「この魚の名前知って

いますか？」私「はい、鯛です」先生「魚をたくさん売ってい

るから、あなたの家では、毎日おいしい魚を食べているの

でしょうね」私は真顔になって「そんなことありません。魚は

腐りかけたら炊いてくれます」先生「腐りかけた魚？どうして

わかるの？」私「少し食べて舌がピリピリしたら、食べたらア

カンです」先生「ピリピリですか？」この一件で私はすっかり

有名になりました。②和歌山大学教育学部大学生・・私の

大学生時代は、学生運動が盛んで、長い大学の歴史の中

で唯一卒業式がない時だったのです。私も１回生～３回生

の３年間クラブ活動（混声合唱団）と学生運動に明け暮れ

た毎日でしたから、４回生になって卒業条件の単位を取る

のに必死でした。その後還暦を迎えた記念として、和歌山

大学大学院生となり、卒業生代表として舞台で卒業証書を

いただきました。③田原塾・・結婚後退職して専業主婦をし

ていたところ、縁あって中学２年で九九が出来ない生徒

に、数学を教えることになり、これが田原塾の始まりです。

④国際アークビジネス学校・・ある時、「先生の塾で、コン

ピューターと英会話、マナーの３項目をマスターした生徒

を養成してほしい」言われました。対象は高校卒業以上の

生徒でしたので、平成元年に専門学校（各種学校）を立ち

上げました。⑤学校法人田原学園慶風高等学校・・平成１

７年、紀美野町（旧美里町）に、地元の方々から陳情で「広

域通信制高校 学校法人田原学園 慶風高等学校」が、

誕生いたしました。こうして現在、田原学園グループは「学

校教育法第１条校学校法人田原学園慶風高等学校と第３

条校国際アークビジネス学校」の２校となりました。 

４月お誕生祝 

親睦活動委員会メンバー 

柘植プログラム委員長より

田原サヨ子様のご紹介が

ありました。 

本日のお食事 ゲストのご紹介 

本日は１００万＄の食事と

なっております、例会費負

担を軽減した分は米山、Ｒ

財団への寄付金にまわして

おります。皆様のご協力に

感謝申し上げます 



 

 

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」 

 

         

         ニコニコ箱 

 

本人誕生日・・・井口（善）君 

奥様誕生日・・・宮本（茂)君 

事業所創立・・・井口（善）君・金谷君・林（勇)君・ 

                      宮本（茂）君・吉村君 

入会記念日・・・前畑君 

 

和歌山東南RC赤在依美様・・・本日はお世話になります。 

                       5／4和歌山城ホールでがん検診啓発と 

                       こころコンサート開催します。 

                       皆様お越し頂けるとうれしいです。 

上西君・・・がんばりました。 

林（芳）君・・・一度ならずも二度までもご心配ご迷惑をお掛 

               けし申し訳ございませんでした。もう大丈夫だと 

               思います。橋本病院様ありがとうございました。 

山中君・・・孫の末子がみずほ証券のロンドン勤務から4年 

               振り本社勤務となりました。 

栗本君・・・シンさん例会へようこそ。 

               来年3月迄、皆様よろしくお願いいたします。 

藤林君・・・堀井さん、植田さんにお世話になりまして。 

 

 

             計 ¥64,000 -  累計￥2,144,470 - 

                                

                               親睦旅行のご案内 

      日  時 ： 5月29日（日）  

      行 き 先 : 京都 （観光や貴船、川床での昼食）                                                                                                 

      集合場所 ： ダイワロイネットホテル和歌山 正面玄関前 

      時  間 ： 午前7：45分集合   8：00出発 

      参 加 費 ： 会員  ：10,000円  

              ご家族 ：15,000円 

             （尚、当日参加費を集金させて頂きますので宜しくご協力の程お願い申し上げます。） 

       ＊ 参加の申込みは、５月１３日(金）迄にお願い致します。 

   5月29日(日）スケジュール 

 

                貸切バス 

 

      和歌山(ダイワロイネットホテル前)   ・・・  貴船神社     ・・・      貴船ふじや(川床料理) 

      8：00                                  10：40               11：30 

 

 

 

  

       鞍馬寺            ・・・    錦市場           ・・・  和歌山 

        13：45                   15：40                    19：00 帰宅       

 カラオケ同好会 

 2022年4月5日 

 第１５５回例会 

☆次回開催日 ５月１０日（火） 


