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  ２０２２年６月１７日（金） No.２８８２ 

 第２９３９回 例会 

 ○ ソング「四つのテスト」 

 ○ 最終夜間例会 

     ダイワロイネットホテル和歌山 

            １８：３０～ 

 ６月２４日（金）休会 
 

 ７月 １日（金） 

 ○ ソング「君が代」「奉仕の理想」 

 ○ 初例会 

    会長・幹事・SAA 就任挨拶 

 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６月１０日（金） 

出席報告    会員７７名（出席規定適用免除会員８名） 

          出席５４名 ホームクラブ出席者７０．１２％ 

幹事報告 

大林SAA・ソング副委員長 

本日のソング「我等の生業」 

山田出席委員長より 

本日の出席報告 

●５月中に有田会員、窪田会

員、樫畑会員、角谷会員、宮本

（憲）会員５名の退会届が提出さ

れ今年度での退会が先日の理

事役員会にて承認されました。 

今年度に入り１０人の会員の退

会がありました。 

遠方転居、転勤、体調不良が理

由で退会される方がおられる一

方、「最近のロータリーが楽しく無くなった」と退会された会

員もおられ、責任を痛感いたします。 

この問題は来年度以降の会長 幹事に託します。 

宜しくお願いいたします。 

本日の卓話は、恒例の「一年を

振り返って」です。ついにその日

がやってきました。卓話させてい

ただく前に、会長報告では今年

度開始までの顛末をお話しして

おこうかと思います。山田年度

(2019~2020)の年次総会開催ま

でには幹事候補者を決めて内諾

をもらっておく必要があったの

に、どなたにお願いすればいい

のかサッパリ分からず、月日だけがいたずらに過ぎていき

ました。焦燥極まれり！という状況下の2020年2月27日に

次年度理事役員初顔合わせの会が「田舎茶屋 や万志

多」で開かれ、和やかに会が進み皆に程よくお酒が回った

頃に水城次年度幹事から「上西年度の幹事は林芳史会員

にやってもらったらいいんじゃないでしょうか」との発言があ

り、なんと林会員の「はい、はい」の二つ返事で突然アッサ

リと決定し、ホッとしたのを覚えています。また、会長就任の

ため事前にPETS1、PETS2、地区研修などを受けなければ

ならないのですが、全て土曜日の午前中に始まる会なので

仕事を休まないと、行けなくなるので困ったなと思っていま

したが、幸いなことに(と言うと語弊があるでしょうが)COVID

-19のため研修は仕事をしながらリモートで受けることがで

きました。私にとっては幸運な船出でしたが、幹事はもちろ

んのこと、理事役員、各委員長にも恵まれ、色々問題は出

てきたものの、全編うまく乗り切れた一年でありました。皆さ

ま、どうもありがとうございました。 



 

 

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 

 

奥様誕生日・・・庵田君 

事業所創立・・・広瀬君 

皆出席表彰・・・庵田君 

 

窪田君・・・33年の長きにわたり、多くの感動と思い出を頂 

      き、本当にありがとうございました。今後共従前 

      通りのお付き合いの程宜しくお願い致します。 

      紹介者の前窪様”ご免なさい。 

野上君・・・上西会長、林幹事、1年間ご苦労様でした。あり 

       がとうございました。最終夜間例会、都合つか 

       ず欠席させていただきます。ご盛会を祈ります。 

前窪君・・・上西会長おつかれさま！！ 

橋本忠美君・・・上西会長 今日の卓話でおもしろい話が 

          出来なかったらもう一回会長すれば！！ 

大桑君・・・久しぶりカラオケ同好会に出席しました。いきな 

    り採点で五木ひろしの長良川演歌で95点出ました。 

宮本（憲）君・・・宮本おじき送別会の皆様、先日はどうもあ 

          りがとうございました。 

          最後までよろしくお願いいたします。 

栗本君・・・上西会長、林幹事、SAAの皆様一年間お世話 

       になりました。 

林（芳）君・・・あと2回 ^_^ ありがとうございました。 

江口君・・・子ども食堂募金ご協力ありがとうございます。 

越部君・・・カラオケ同好会､お世話になりました。 

       いいもの頂いちゃいました。 

柴田君・・・最終夜間例会のオークションの品ありがとうござ 

       います。 

広瀬君・・・次年度職業奉仕プロジェクト委員会の皆様あり 

       がとうございました。 

岡崎君・・・例会2週連続欠席のおわび。 

次年度職業奉仕プロジェクト委員会 

               ・・・キックオフミーティング残金。 

次年度雑誌広報委員会・・・キックオフミーティング残金。 

 

 

             計 ¥70,000 -  累計￥2,651,270 - 

６月お誕生祝 委員会報告 

2021-22年度児童養護施設等奨学生 選考委員会報告 
 

5月28日（土）PM2:30よりビック愛においてトレスより推薦い

ただいた男子学生の臨時面接を実施しました。 

彼は現在大阪電気通信大学総合情報学部１年に在籍中

です。CGクリエイターとして映像関係の仕事に就くため、

同校で日夜ＣＧ技術の習得に励んでいます。しかし現在

既に取得している奨学金に加え、かなりのアルバイト収入

が無いと、４年間の学費生活費を捻出することは困難な状

況に有ります。これでは肝心の学業に専念する事が難し

いと考え、和歌山南ＲＣの奨学金に応募したと言う事で

す。 

高校在籍時の成績も優秀であり、本人の勉学に対する意

欲も考慮し、面接後の選考委員会では満場一致で「この

男子学生を本年度奨学生として理事会に推薦する」との

結論に至りました。また同委員会に於いて「奨学金は承認

された６月からではなく就学年度当初の４月に遡って給付

する」という意見も出されました。 

その後、6月3日（金）直近の理事会で以上の選考委員会

報告をもとに審議した結果、４月給付の件も含めこの男子

学生が本年度奨学生として正式に承認されましたのでここ

に報告致します。   2021-22年度 奨学生選考委員会 

                      担当理事 野島好史 

青少年奉仕委員会 

 野島好史委員長 

 

青少年育成支援奨学生について

の発表。 

退会の挨拶 

6月24日付で転勤される

宮本憲吾会員より皆様に

退会のご挨拶がありまし

連続出席表彰 

庵田正二会員２０年  



 

 

「一年を振り返って」 
 

上西 豊基 会長 
 

2021~2022 年 度 の ク ラ ブ

テーマとして「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」を

掲げました。ロータリアン数

は当地区や日本だけでなく全世界で減り続けています。

シェカール・メータRI会長は今年度中に世界の会員数を10

万人増やしましょうと呼びかけましたが増加する兆しは一

向に見えません。数は力ではありますが、会員増強だけを

やみくもに目指すことが結局はロータリークラブの質の低

下のみならず早期退会者を作ることになっているのかもし

れません。現状で身の丈に合った奉仕活動をするしかな

いのです。しかし折角なら有意義な活動を展開し続けたい

ものです。そのためには会員各々が互いを鼓舞し合い積

極的に社会奉仕に取り組む、いつまでも若々しい精神を

育まないといけないと考えた次第です。 

2020年、山田年度も折り返し点を過ぎ余すところ数ヶ月と

いうあたりで突然降ってわいたように勃発したコロナ禍は、

樫畑年度から今年度にまでも大いに影を落としました。感

染拡大防止のため、2021年9月に２回、2022年1月21日か

ら３月４日までの間に６回の、都合８回の例会休会を余儀

無くされました。これにより今年度のニコニコ献金は予算額

を大きく下回ってしまいました。また、恒例の紀ノ川河川敷

清掃活動、城南RC・東南RCとの合同例会、少年柔道大会

は中止せざるを得ませんでした。しかし、こういった厳しい

状況下でも各委員会はクラブテーマのもと、精力的に活動

してくれましたので、最終的にはに今年度の活動も及第点

を獲得できたのではないでしょうか。まずは全ての会員の

皆さまのご協力に心より感謝の言葉を贈りたいと思いま

す。それでは一年を振り返ってみます。 

2021年7月23日(金)アバローム紀の国で、世間の目を多少

気にしながら、無事納涼家族会が開催され、待ちに待った

東京オリンピックの開会式をプロジェクターで観ることがで

きました。会自体が長時間に及ばないよう親睦活動委員会

の配慮がありました。 

9月10日(金)新済州RCとLINEで会長幹事の初顔合わせ会

議をしました。樫畑年度に発生した姉妹クラブ締結継続の

可否に関する問題に触れることなく、急逝された会長への

お悔やみを伝えることで会議を終えました。LINEでの繋が

りがあまり良くなかったのでスムーズな会話が困難であった

ため、今後の海外とのWEB会談の手段に一考が必要で

す。 

9月11日(土)三木年度同様、紀三井寺公園野球場で西支

部少年野球大会準決勝戦をナイターにて開催し、子ども

達のみならず大人も充分感動しました。子ども達が嬉しい

顔でイキイキとプレーしている姿を見ると、このナイター試

合は恒例にしてあげたいと思います。 

11月7日(日)NPO法人花いっぱい推進協議会と一緒に会

長、幹事と社会奉仕プロジェクト委員会江口委員長でJR和

卓 話 

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」 

歌山駅前花壇の花植替えをしました。協議会が事前にしっ

かりと準備してくれていたし市内９クラブが参加なので作業

はあっと言う間に終了、暑い日だったので助かりました。駅

を利用される方の目を楽しませることができれば幸いです。

小さな社会奉仕でした。 

12月3日(金)年次総会を開催、次々年度会長候補者、次

年度副会長候補者、次年度理事候補者が無事決定しまし

た。その後、中村和子次年度会長、石橋次年度幹事の意

気込みを聞かせていただきました。よろしくお願いします。 

12月19日(日)コロナも大人しくなったので通常に近い形で

クリスマス家族例会を開催できました。歴代の奨学生達も

参加してくれ、趣向を凝らしたゲームと、庵田会員の尽力

で実現したお二人の元タカラジェンヌによる異次元のコン

サートを楽しみました。 

2022年4月末日で35年に及ぶ新済州RCとの姉妹クラブ締

結を終了しました。35年前に締結にご苦労された諸先輩に

は申し訳なく思いますが、コロナ禍で行き来が中断してい

るこの時期が海外のクラブとの付き合い方を見直すいい機

会だったと思います。今後の新たな交流の仕方をこれから

検討しておく必要があります。 

5月29日(日)伸び伸びになっていた親睦家族旅行がつい

に敢行されました。バスを仕立てて京都は貴船神社、貴船

ふじやで河床料理、鞍馬寺、錦市場を巡り、1日たっぷり楽

しみました。まさに親睦活動委員会の執念の賜物でした。

ありがとうございました。 

その他の活動として、NPO法人こども食堂わかやまを通じ

て和歌山市内の九つのこども食堂を経年で支援する事業

を開始しました。また、自立援助ホームわだちの家出身で

今春大阪電通大に入学した19歳の男子を奨学生と認定

し、支援は本年４月スタートとしました。 

最初に述べたように今年度も当クラブは会員全員の参加

で運営されてきました。中でも柘植プログラム委員長には

卓話者の選択に注力いただき、会員卓話や他クラブの会

員の卓話も実現してくれました。角谷職業奉仕プロジェクト

委員長の卓話「I Serve」でロータリー活動の基本を再確認

できました。当クラブのメインの活動とも言える青少年奉仕

では野島担当理事、藤林青少年育成委員長・海堀委員、

大工青少年交換委員長の一方ならない熱心な取り組みに

頭が下がる思いでした。米山奨学生の王さんの信頼の強さ

を感じさせる栗本カウンセラー、越部副カウンセラーの活動

はベテランの域に入り、安心感がありました。引き続きよろ

しくお願いします。前窪会員、豊田会員、角谷会員、栗本

会員、大工会員、水城会員、戸井会員の地区への出向、

ご苦労さまでした。 

最後に、17年も在席しながらロータリークラブ運営の流れを

ほとんど知らないまま会長に就任してしまった私を林幹事、

岩井SAA委員長は本当によく支えてくれました。二人は見

かけによらず俊敏な男たちで処理能力が高く、大いに助け

ていただきました。本当にありがとうございました。この一年

が近い将来会長を務めるであろう二人にとっていい予行練

習になったことを期待します。 

一年間会長をさせていただいたことは大変いい経験になり

ましたし、大変楽しませていただきました。改めてお礼を申

し上げます。ありがとうございました。 



 

 

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」 

コロナ禍終息に伴い、久方ぶりにフィッシング＆グルメ会を

実施しました。 

6月11日印南「せいゆう丸」に小雨の中4名にて乗船、イサ

ギ、サバ、カツオを50匹以上を釣りました。 

12日「アシャギ」にて9名でグルメ会を実施、造り、焼き物、

煮炊、イサギ飯＋アマダイ、石鯛を堪能しました。 

久方ぶりのグルメ会に大いに盛り上がりました。（集合写真

撮り忘れました）  報告者：山田守ゼネラルマネージャー 

第５回 市内9RC会長・幹事会新現合同引き継ぎ会

ならびに懇親会 

2022年６月13日（月）グランヴィア和歌山にて第5回 

市内9RC会長・幹事会新現合同引き継ぎ会ならびに懇

親会が開催されました。（ホスト：和歌山北RC様） 

当クラブからは、上西会長・中村次年度会長・林幹

事・石橋次年度幹事・事務局が出席しました。 

F & G 同好会 


