
 

 

 

 

 

 

 

第 2010 回例会 

平成 31 年 9 月 30 日(月) 
海南商工会議所 4F 12:30～ 

会員卓話 ＩＤＭの報告 
 

１．開会点鐘 

２．ロータリーソング  「それでこそロータリー」 

３．ビジター紹介 

御坊ＲＣ ＩＭ実行委員長 塩路 信人 様 

〃        副委員長 丸山 信仁 様 

４．出席報告 

会員総数 43 名 出席者数 26 名 

出席率  63.41 ％ 前回修正出席率 65.85 ％ 

 

５．会長スピ-チ        会長 寺下 卓 君 

みなさん、こんにちは。今月は

2週、連休で休会となり、久ぶり

に皆さんにお会いします。そんな

ことで、本日、9月の 終日の例

会となりました。ただ、この間、

6組に分かれ、本年度の第１回 Ｉ

ＤＭを開催いただきました。各組

のリーダー、副リーダーの方には

お世話をおかけしました。本日、報告の発表、宜し

くお願いいたします。なお、このＩＤＭで出してい

ただいた みなさんからの貴重なご意見、ご提案は、

整理し、まとめ、10 月度の理事会で協議し、45 周

年 新春例会や家族会の実施に反映させていきたい

と思います。 

次に、9月 14 日（土）地区社会奉仕委員長会議（和

歌山 JA ビル）があり、地区委員の谷脇さん、クラ

ブから委員長の清水さんが出席。また、9月21日（土）

クラブ会長・会員増強委員長合同会議（和歌山 JA

ビル）が開かれ、寺下と花畑さんに出席いただきま

した。さらに、9月 23 日（月）イーストゴルフコン

ペ（紀南カントリークラブ）に当クラブから、８名

が参加。特に、楠部さんが優勝、寺下が準優勝（Ｈ

Ｐ）、３位に魚谷さんと海南東が上位入賞の結果と

なりました。また、9月 28 日（土）クラブ米山委員

長会議及びカウンセラー研修会（ホテルきららリゾ

ート）には、カウンセラーの阪口さん、委員長の角

谷さんが参加いただきました。ご参加いただいた皆

さま、本当にご苦労様でした。 

そして、本日は、11 月 10 日（日）に御坊商工会

館で開催されます第２分区のＩＭについて、実行委

員会委員長 塩路信人様・副委員長 丸山信仁様に来

訪いただきました。お忙しい中、遠路、誠に有難う

ございます。後ほど、宜しくお願いいたします。ち

なみに来年度は、当クラブが順番でホストクラブと

なる予定なので、しっかり勉強しておきたいと思い

ます。 

後に、9月 11 日（水）に開催しました９月度理

事会の主な事項について、ご報告いたします。 

10 月の例会プログラムは、配布のとおりです。次に

10 月 10 日の地区大会記念ゴルフには、谷脇さん、

中西さん、楠部さん、寺下の４人が参加します。 

また、10 月 27 日の地区大会の参加（現在１２名）、

来年６月のホノルル国際大会の参加について、アン

ケート（本日配布）の実施。創立 45 周年記念事業

で小椋実行委員長から依頼がありました 国保野上

厚生総合病院へのベンチ寄贈(約１７万円)の件を

承認しました。また、急なことでしたが友好クラブ

のフィリピン・マンダウェ RC（Jasmine さん、Lito

さん）が来訪することになり、事前承認の上、関係

者に呼びかけ、連休の 15 日夜、花田さん、国際委

員長の田岡さん、前田幹事、上野山さんなど、12 名

が集まり、溝端さんに手配いただき、毛見の温野菜

で食事会を行いました。さらに、紀美野町の「りら

創造芸術高等学校」に事務局を置く、世界民族祭

2019 in KIMINO（紀美野町文化センター）１１月１

７日開催に 

米山奨学生

ハリス君の

マレーシア

料理で出店

することの

提案があり

承認しました。なお、りら創造芸術高等学校には、

このつながりを活かし、将来インターアクトクラブ

の設立を呼びかけて行きたいと考えています。詳細

は、後ろに議事録をプリントしていますので、ご覧

ください。以上、盛りだくさんの報告になりました

が、ご清聴、有難うございました。 
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６．幹事報告                幹事 前田 克仁 君 

○例会臨時変更のお知らせ 
有田 2000ＲＣ 10 月 9 日（水）→10 月 12 日（土） 

白崎海岸清掃 奉仕移動例会 
和歌山西ＲＣ  10月 9日（水）→10月 10日（木） 

地区大会ゴルフ大会 
（天野山カントリークラブ） 

10 月 23 日(水)→10 月 24 日(木) 
18：00～ 夜間例会 

「美食ダイニング～創夢～TSUKURU」 
粉河ＲＣ  10 月 16 日（水）→10 月 16 日（水）

12：30～ 青州の里 
外部卓話（ピンクリボン） 

10 月 23 日（水）→10 月 23 日（水） 
12：30～ 紀の川市粉河商工会館 

（会員拡大）について 
和歌山東ＲＣ 10 月 17 日（木）→10 月 17 日（木） 

18：30～ ダイワロイネットホテル４Ｆ 
和歌山城南ＲＣ 10月 17日(木)→10月 18日(金) 

18：30～ ダイワロイネットホテル４Ｆ 
（和歌山南ＲＣとの合同例会） 

和歌山南ＲＣ  10月 18日(金)→10月 18日(金) 
18：30～ ダイワロイネットホテル和歌山 

（和歌山城南ＲＣとの合同夜間例会） 
和歌山北ＲＣ 10 月 21 日（月）→10 月 21 日（月） 

18：30～ 夜間例会 場所未定 
（新入会員歓迎会） 

海南ＲＣ  10 月 30 日（水）→10 月 27 日（日） 
地区大会に振替 

有田南ＲＣ 10 月 29 日（火）→10 月 27 日（日） 
地区大会 

○休会のお知らせ 
有田ＲＣ    10月 3日（木） 10月 17日（木） 
和歌山東南ＲＣ 10 月 9 日(水) 
和歌山城南ＲＣ 10 月 10 日(木） 
和歌山東ＲＣ  10 月 10 日(木） 
有田2000ＲＣ  10月16日(水）  10月23日（水） 
有田南ＲＣ   10 月 22 日(火） 
海南ＲＣ    10 月 16 日(水） 10 月 23 日(水）

11 月 6 日(水） 
田辺東ＲＣ   10 月 23 日（水） 11 月 6 日（水） 
岩出ＲＣ    10 月 24 日(木） 
和歌山西ＲＣ  10 月 30 日(水） 
粉河ＲＣ    10 月 30 日(水） 

○ローターアクトクラブ認証状伝達式のお知らせ 
和歌山東南ＲＣ 10 月 9 日（水）  

式典 18：30～ 祝宴 19：00～20：30 
ホテルアバローム紀の国２階 

 
７．分区 2 組のＩＭ開催・ご案内 

 ＩＭ実行委員長 

 塩路 信人 様 

〃 副委員長 

   丸山 信仁 様 

【日程】2019 年 11 月 10 日

（日） 

【場所】御坊商工会館 

【テーマ】「今でしょう！！ ロータリーの理念を学

ぼう」「楽しめるロータリー」 

多数のご参加をお願い致します。 

 

８．ＩＤＭの報告 

○１組 発表 宇恵 久視 君 

リーダー：宇恵 君 副リーダー：魚谷 君 

①新春例会（創立 45 周年）の企画、

アイデア等 

・出来るだけ質素にといっても内容で

はなく、極力、外部のお客様の招待

は少人数でいいのでは。招待者とし

ては、ガバナー、エレクト、台湾彰化東南ロータ

リークラブ、フィリピンマンダウエイーストロー

タリークラブ等。 

・イベントやアトラクションに関しては、例にある、

鏡割り、餅つきは是非やりたい。音楽演奏も良い、

ブリの解体はマグロで、缶詰の缶切り競争やビー

ル早飲み競争は危険もあり無の方がいいのでは。 

・予算の都合や経費削減が前提で地味で淋しい内容

にならないように、招待客や家族の方々にも喜ん

でもらえるように、会員が少しでも出資（募金？）

しても良いのでは。 

②家族例会の行先等 

・主としては、奥様方を中心に考えていく方がいい

のでは。 

・奥様方が希望する場所や内容を優先して決める。 

・奥様方にアンケートを実施するのもいいのでは。 

・近場で豪華食事（以前実施した、奈良ホテルのラ

ンチは好評であった） 

・ご主人方が汗を流して働く奉仕する姿を家族に見

てもらえるイベント等（バーベキュー） 

○２組 発表 重光 孝義 君 

リーダー：赤松 君  副リーダー：箕嶋 君 
①新春例会（創立 45 周年）の企画、

アイデア等 

・ブリの解体は千賀さんが欠席なので

無理？ 
・社交ダンス、獅子舞、羽根突き・バ 
 ンド、もちつきは、衛生面で？、台湾やフィリピ

ンのゲストが来るので、日本的な企画を。 
②家族例会の行先等 

琵琶湖バレイ、琵琶湖テラス、比叡山延暦寺、 
ネスタリゾート神戸、六甲山牧場、 
姫路城、竹田城 

○３組 発表 中村 俊之 君 

リーダー：中村 君  副リーダー：田中(祥) 君 
①新春例会（創立 45 周年）の企画、ア

イデア等 

・台湾、フィリピン、宮崎からお客さ

んが来てくれるので、なるべくお金

をかけずにメンバーの企画でやって



いきたい。 
（鏡割り、餅つき、バンド、魚の解体、二人羽織等） 
・５の周年なので、来賓はロータリー関係だけでい

いのでは。 
・台湾の人はカラオケが好きらしいので、歌っても

らっては。 
・予算があれば、SDN48 の和歌山出身の子がいる

ので呼んで見ては。（PR もかねて安くきてもらえ

るかも） 
・理事会に一任 

②家族例会の行先等 

・過去に観劇もあったので、たまにはいいのでは。 

吉本（大阪） 

・ネスタリゾート神戸 

・委員会に一任 

○４組 発表 楠部 均 君 

リーダー：楠部 君 副リーダー：大江 君 

①新春例会（創立 45 周年）の企画、

アイデア等 

・45 周年で他のクラブの方を招待

（特に親睦のあるイーストゴル

フ会の田辺東、御坊東、友好クラ

ブの宮崎中央など。 

・イベントはなるべくお金を節約して、お手製で。 

・鏡割りでの乾杯、餅つき、メンバーのバンド演奏 

②家族例会の行先等 

・神戸ワイナリーでの製造見学＆BBQ。G20 の夕食

会で振舞われたのがここのワイン。手ぶら、若

しくは持ち込み。子供向けの遊び場は別途、探

す必要があるかも。 

○５組 発表 角谷 太基 君 

リーダー：角谷 君 副リーダー：綛田 君 

①新春例会（創立 45 周年）の企画、

アイデア等 

・50 周年記念という大きな節目を 5

年後に控えている。 

・50 周年記念は招待者も普段以上に

多くし、盛大に開催すべき。 

・50 周年記念の事を考えると、45 周年はそれなり

に抑えた規模で開催が妥当かという前提で話を

進めました。 

・45 周年記念に対して、どのくらいの予算なのか、

見えていなかったので 終的に、具体的な案はで

ませんでした。 

・事前にいただいた案内ＦＡＸのイベント・アトラ

クション事例をあげていただいた中から、あくま

で、5年後に開催する 50 周年記念の事も頭に入れ

て、予算（ある程度質素）を抑えたかたちで工夫

してできればいいのではないかという結論に落

ち着きました。 

・具体策は委員会、理事会に一任します。 

②家族例会の行先等 

・家族も含め、みんなが楽しめる先。 

・体験できると思い出にも残る（特に家族、子供た

ち） 

・候補としては体験型＝関西地区の企業工場見学

(特に飲食系)も含めた先がいいのではないか？ 

 コカコーラ、おたべ、等々（多くの工場が土日の

休みが多く、注意） 

参考ＵＲＬ： 
https://iko-yo.net/rankings/regions/5/genre_tags/21

/weekly 

その他感想 

・このテーマの話し合いを通じて、あらためて、ロ

ータリーの本質、意義等を共有できる時間となり、

よかった。 

○６組 発表 倉橋 順子 君 

リーダー：倉橋 順子 君 副リーダー：奥 君 

①新春例会（創立 45 周年）の企画、

アイデア等 

・海外からのゲストがあるため、国

旗、国歌の用意を忘れずに。 

・イベントの例で、鏡割りや羽根つ

きは、日本の文化として良いと思

う 
・羽根つきは、時間の関係で、国別の対抗戦にして

みては。 
・ブリの解体は、マグロにしてみては。 
・花田さんの娘さんのサルサダンスをショータイム

で。 
・メンバーのバンド演奏も米山奨学生のハリス君が

キーボードが出来るので参加してもらったら良

いと思う。 
・ビンゴゲームをアプリでスライドに映してみるの

は。商品も 後まで何が当るかわからないので、

楽しいと思う。なお、その時の司会進行は宇恵さ

んに指名。（資料をプリント） 
②家族例会の行先等 

・行き先は、和歌山県内でも、まだ、良いところが

あるのでは。 
・兵庫県六甲山牧場。動物と自然とのふれあいを楽

しんで。グランドホテル六甲スカイヴィラでの休

憩。（資料をプリント） 
○まとめ 研修・情報規定委員長 上野山 雅也 君 
本年度の第 1 回 IDM を開催して

いただいたところ、各組、多彩なア

イデアと沢山の参考になるご意見を

出していただき、有難うございまし

た。今回、リーダー、副リーダーに

は、親睦活動委員の皆さんにお願い

し、比較的、若い会員さんに進めてもらいました。

参加者数も各組平均 6 名で、トータルで 80％を上回

る出席があり、良かったと思います。また、発表も

様子が伝わる報告で、素晴らしかったと思います。

内容については、取りまとめのうえ、理事会でしっ

かり協議していただきたいと思います。 
 
 
 



９．閉会点鐘 
 

次回例会 

第 2011 回 例会 10 月 7日（月） 

19:00～ 海南商工会議所４F 
お誕生日、結婚記念日のお祝い 

 
 

 
 
 
塩路 信人 様  本日よろしくお願いします。 
（御坊ＲＣ） 
丸山 信仁 様  ＩＭに御協力お願いします。 
（御坊ＲＣ） 
寺下  卓 君  塩路さん、丸山さん、ようこそ、

お出で下さいました。本日、よ

ろしくお願いします。 
楠部  均 君  イーストコンペで優勝しまし

た。賞品は牛肉でスキヤキしま

した。 
寺下  卓 君  イーストコンペで２位になり

ました。ハンディに恵まれまし

た。 
魚谷 幸司 君  イーストコンペで３位になり

ました。ベスグロでした。ラグ

ビーも観戦予定です。 
重光 孝義 君  結婚式があり、ひげを剃りまし

た。 
倉橋 順子 君  ＩＤＭの残金です。 
 

 
 
 
 
 
 

ロータリー財団が 12 年連続で 

最高評価を得る 
 

ロータリー財団は

この度、米国の慈善

団体を評価する独立

評価機関であるチャ

リティナビゲーター

より、12 年連続で 高評価となる 4つ星を獲得しま

した。 

財団は強固な財務健全性と、説明責任ならびに透

明性へのコミットメントによってこの評価を得る

ことができました。チャリティナビゲーターが評価

する団体のうち、12 年連続で 4つ星評価を獲得した

団体は、全体の 1パーセントにすぎません。 

チャリティナビゲーターの会長兼 CEO のマイケ

ル・サッチャー氏は次のように述べています。「4つ

星評価を得ることは、ロータリー財団が業界の標準

を超越し、ほかのほとんどの慈善団体よりも優れた

業績を上げていることを意味しています。この優れ

た評価は、ロータリー財団がほかの団体と一線を画

し、一般の人たちにもその信頼性を証明することに

つながります」 

チャリティナビゲーターによる評価では、財団に

よる寄付の使用、プログラムとサービスの維持、健

全なガバナンスと開放性などが審査されます。 

 

ロータリー財団は、皆さまからのご寄付

を世界各地での奉仕活動に役立ててい

ます 
100 年以上も前に創立されて以来、ロータリー財

団は、教育の支援や持続可能な成果を生み出すプロ

ジェクトに総額 40 億ドル以上の資金を提供してき

ました。 

一つひとつのご寄付により、世界中の地域社会を

少しずつ変えていくことができます。 

 

ロータリー財団の使命 
ロータリー財団の使命は、ロータリアンが、健康

状態を改善し、教育への支援を高め、貧困を救済す

ることを通じて、世界理解、親善、平和を達成でき

るようにすることです。 

 

ご寄付が世界にもたらす影響 
わずか 60 セントで、1人の子どもをポリオから守

ることができます。 

50 ドルで、水を介する疾病から人びとを守るため

に安全な水を提供することができます。 

500 ドルで、いじめ撲滅キャンペーンを立ち上げ、

子どもたちに安全な環境をつくることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

クラブ会報・雑誌委員会  委員長：重光 孝義  岸 友子  岩井 克次  千賀 知起  赤松 昭二  宇恵 久視  倉橋 順子  楠部 均  宮脇 節子  寺下 卓 


