
 

 

 

 

 

 

 

第 2028 回例会 

2020 年 3 月 9 日(月) 
海南商工会議所 4F 12:30～ 

ＩＤＭ報告 

 
１．開会点鐘 

２．ロータリーソング       「我等の生業」 

３．ゲスト紹介    

米山記念奨学生   ハリス君 

４．出席報告 

会員総数 43 名 出席者数 25 名 

出席率 60.98％ 前回修正出席率 68.29 ％ 

 

５．会長スピ-チ        会長 寺下 卓 君 

みなさん、こんにちは。 

本日の例会は IDM の報告にな

ります。発表される方は、何卒、

宜しくお願いします。 

次に報告事項ですが、先週の

水曜日の３月４日から５日間、

昨日の日曜日まで、国際奉仕活

動として、RC 財団委員長の花田

さん、副会長の重光さん、幹事の前田さん、寺下の

4人で、フィリピン・セブの友好クラブ、マンダウ

エ イーストＲＣを訪問しました。 

今回のプロジェクトは、特別月間の「水と衛生月

間」にぴったりの事業で、昨年、リクエストがあっ

た、手洗い場施設の設置支援です。財団地区補助金、

海南西 RC さん、当クラブの支援金と併せて、合計

35 万円を手渡してきました。 

時期的の新型コロナウイルスが世界で広がって

いる中、感染症の予防で一番大切な「手洗い」への

関心も高く、重要なプロジェクトです。 

実際に市内にある 手洗い場、建設中の ラグフ 

エレメンタリース

クール&ハイスクー

ルを訪問しました。

この学校は私立の

幼小中高一環の夜

間併設のマンモス

学校です。 

参考まで、フィ

リピンでは2013年

に教育制度改革を

行われ、これまで

の10年間の義務教

育から、13 年とな

り、幼稚園が 1 年、小学校が 6 年、中学校が 4 年、

高校が 2年となっており、すべて、英語で授業が行

われています。ただ、現状は、家庭事情で高校を中

退する生徒も多いようです。 

フィリピイで

は、日本と違い、

どこの地域でも

子どもの数が、

ものすごく、多

く、このため、

国や市の教室、トイレなどの施設や運営の予算も不

足しています。給食もありません。また、さらに、

先生の数が足らないので困っているそうです。ただ、

期待できるのは、人口の点から、将来、恐らく、何

年後になるかわかりませんが、発展すると思われ、

現に私が最初に RC で訪問した１８年前に比べます

と、生活水準も向上し、すごい勢いで、発展してき

ていると感じています。 

現地では、校長先生から、こうした、学校の状況

説明を受けるほか、建設作業現場で実際に進捗状況

を見学し、確認してきました。 

このほか、マンダウエ イーストＲＣが支援して

いる NPO 団体の介護福祉、縫製作業場、火災などで

家を失った住民の仮設住宅の建設現場などを視察

しました。また、マンダウエ イーストＲＣの親ク

ラブであるマンダウエＲＣの例会にメイキャップ

するなど、終始、有意義な訪問となりました。 

心配していた、新型コロナウイルスの問題ですが、

出国、入国、現地での滞在、帰国に際しても、特に

問題なく、全員、健康を害することなく、また、特

に困ったアクシデントもなく良かっです。しいて言

えば、帰国前日の夜、サプライズで昨年まで行って

いた就業支援プロジェクトのミシン寄贈地区での

大きなイベントにゲスト参加したことでしょうか。

本当に無事、終えられて、ほっとしています。 

マンダウエ イーストＲＣの歓迎とお世話、また、
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ロータリーの友情に感謝しています。そして、忙し

い中、時間を割いて、参加いただいた３人の皆さん、

本当にご苦労さまでした。お疲れ様でした。感謝申

し上げます。なお、少ないですが各テーブルにお土

産のドライマンゴーを置いています。お召し上がり

ください。 

詳しくは、今後の卓話プログラムで機会があれば

報告させていただきますが、個別に他の参加メンバ

ーからも、具体的に聞いていただければ幸いです。 

あと、今後の今年度の大きな活動予定は、5月 17

日（日）のたんぽぽの会との交流会、6月 04 日（木）

～08 日（月）国際大会ホノルルの参加、6 月 21 日

（日）家族会例会、6 月 24 日（水）～の台湾彰化

東南 RC（25 周年）訪問となりました。引き続き、

皆さんのご参加、ご協力をお願い申し上げます。   

 

６．幹事報告                幹事 前田 克仁 君 

○例会臨時変更のお知らせ 
 和歌山西ＲＣ  3 月 11 日（水）→3 月 11 日（水） 

12:00～ 「カフェ例会」サンクシェール 
    ダイワロイネットホテル和歌山３Ｆ 

         3 月 18 日（水）→3 月 18 日（水） 
18:00～ 夜間例会 「ろっこん」 

             和歌山市美園町 
海南ＲＣ    3 月 25 日（水）→3 月 26 日（木） 

18:30～「佶楓」海南市藤白 
○例会取り止めの案内 ※新型コロナウィルスのため 

 和歌山中ＲＣ  3 月 1 日（日）～3 月 27 日（火） 
 
粉河ＲＣ    3 月 4 日（水）～3 月 12 日（木） 
和歌山アゼリア RC 3 月 9 日（月）～3 月 31 日（火） 
有田南ＲＣ   3 月 10 日（火）～3 月 31 日（火）  
那智勝浦ＲＣ  3 月 12 日（木）19 日（木） 

26 日（木） 
和歌山城南ＲＣ 3 月 12 日（木）19 日（木） 

26 日（木） 
和歌山南ＲＣ  3 月 13 日（金）20 日（金・祝） 

27 日（金）  
和歌山東南ＲＣ 3 月 18 日（水）25 日（水） 

○例会臨時休会のお知らせ 
岩出ＲＣ    3 月 12 日（木）  

 
７．ＩＤＭ報告 

組 リーダー 副リーダー 日時 場所(人数)

1 組 寺下 山畑 2/28 金 19:00 田中屋(6) 

2 組 前田 箕嶋 2/26 水 19:00 美登利(6) 

3 組 魚谷 上野山 2/18 火 19:00 うたげ(4) 

4 組 重光 花田 2/26 水 19:00 美登利(7) 

5 組 田岡 花畑 2/28 金 19:00 美登利(5) 

6 組 清水 宇恵 2/25 火 19:00 うたげ(5) 

テーマ 
①45 周年記念例会の感想をお願いします。良

かった点、反省点など。 

②家族例会（6 月 21 日（日）予定）の行き先等 
○1 組 
①・全体的に手作りで良かった。 
 ・ゲストの人たちにも喜んでもらえた。 
 ・日程が難しい。例えば土日とか。 
②・親睦委員会に任せます。 
 ・近場でも良い。 
○2 組 
①・手作り感のある内容がゲストの方々から評価が

高く、楽しんでくれていた。 
・餅つきなどのアトラクションで海外からのゲス

トとの交流もはかれた 
・バンド演奏の際、演奏もさることながら、中国

語と英語の通訳を交えた MC で、海外ゲスト

を含め会場の一体感がもてた。 
・分区 2 組の方々からも好評で、自分のクラブの

周年行事に取り入れたいという声が聞かれた。 
・各会長やガバナーの挨拶に通訳があればよかっ

た。 
・ついた餅がほとんど食べられていなかったので、

各テーブルに配るなどすればよかった。 
・50 周年の時は来賓やゲストを招待する範囲は

広がり規模も大きくなるため準備の負担は大

きくなるとは思うが、今回概ね好評が得られた

こともあり予算面から見ても基本的に今回の

ような手作り路線で行くのがいい。 
②・ネスタリゾート神戸（旧グリーンピア三木） 

USJを再生した森岡毅氏が再生を手掛け 2016
年 7 月オープン。大自然を中心としたテーマパ

ークで、ホテルやレストランもあり、例会、食

事もすべてここで賄える。 
1DAY パス 大人 3,630 円 子供（4 歳から小

学生）2,530 円。山陽道三木東 IC から 2 分 
・近場で（例えば以前行ったたまゆらの里）でゆ

っくりバーベキューもよいのでは 
○3 組 
①・とても良かった。 
 ・手作りで予算的にも良かった。 
 ・盛り上がりました。ご苦労様でした。 
②・ネスタリゾート神戸 
 ・近くでも OK 
・新型コロナウイルスの収束を。 

○4 組 
①（良かった点） 
 ・自分たちで作り、費用も抑えられた。 
 ・初めて台湾、フィリピン及びその他ゲストを呼

び大人数で盛大で良かった。 
 ・ダンス、バンドが良かった。 
 ・台湾に招かれた時が派手だったので、心配しま

したが、大盛況で良かった。 
①（反省点） 
 ・やりすぎて、次の人が大変 
 ・目的は夫婦例会なのでもっと家族に来てほしい 
①（50 周年に向けて） 
 ・50 周年と言うより毎年あるので来年以降で考



えたい。 
 ・毎年バンドをやって欲しい。 
 ・自分達で特技を披露する。 
 ・オークション 
 ・二人場織 
 ・プレゼントを持ち寄りビンゴゲーム 
 ・安い漫才、マジシャン等を呼ぶ 
 ・食事を充実する。 
 ・甲子園での野球をビデオに録り、ながす。 
○5 組 
①（良かった点） 
・いろんな日本らしいイベントが多くあって良か

った。（鏡開きや餅つきなどは特に良かった） 
・地区ガバナーとダンスが踊れたのがよかった。

こんな経験は初めてでガバナーも楽しそうに

されていた。みんなとの団結感を感じた。 
・バンドのレベルが想像を超えてすばらしく良か

った。大成功だと思う。 
・またやって欲しいし、他のロータリークラブか

ら呼ばれるのではないか？ 
・マグロの解体ショーが意外と安く出来たという

ことを聞いて驚いた。 
①（反省点） 
・イベントが多かったこともあり、個人的に海外

のお客様とあまりお話しする時間がなく終わ

ってしまった。とのご意見がありました。 
①（50 周年に向けて） 
・積み立てなど予算はどうするのか？（昨年の入

会者からの質問） 
・オリジナリティーのある参加型がいいのでは 
・今年の経験から、お金をあまり使わずともアッ

トホームでチームワークのとれたロータリー

クラブということを実現する、海南東はこんな

クラブだと言えるようにしたい。 
・また話の後には先輩方の今までのご活躍や歴史

をお話ししていただき、和やかに進行しました。 
②親睦家族例会の行先について 
・候補がいろいろ出ましたので列挙させていただ

きます。 
１．神戸ワイナリー＋α 
２．朝ドラつながりで、信楽 
３．淡路島 
４．姫路城 
５．伊勢神宮 
６．和歌山の那智、串本、白浜 
７．京都水族館と川床 

     それぞれにイベントがあれば便乗する。 
○6 組 
①（良かった点） 

 ・派手にしないというコンセプトでコストをかけ

ずに実施出来ていた。 
 ・お客様（海外の方も含め）には大変喜んで頂き

好評であった。 
 ・新しい試み、バンド演奏・机の配置等良かった。 
 ・手作りでここまでできた事に感動した。 

①（反省点） 
 ・机の配置は良かったが、席の配置はかたまって

いた為、お客様とも一緒に座れるよう次回は 
  席の配置を検討する事が必要であると思った。  
 ・理事会に負担がかかり、45 周年実行委員の役

割等機能していなかった。その為、周知等でき

ず統一感はなかったと思う。 
 ・今後メンバーは幅広い年齢層で構築する事が重

要だと感じました。 
①（50 周年記念に向けて） 
 ・早めに幅広い年齢層でメンバーを構築し、実行

委員で動いていけるようにしたい。 
 ・50 年の歴史を振り返ったイベント等検討した

い。 
②・ＵＳＪ・吉本・ネスタリゾート神戸・屋形船（大

阪） 
・ビール工場見学 

 ・なばたの里・飛行機の整備工場見学（伊丹）   

等々行先の案がでました。 
・ネスタリゾート、屋形船ではないかとパンフレ

ットを見ながら、全員一致しました。 
【まとめ】 
  新しい事にチャレンジするのは、今後も挑戦し

たい。しかし、定款等のルール事項等、まだまだ、  

理解できていない事も多く、先輩の意見を確認し

がらすすめていく事、自分自身ももっと理解を深

める為勉強していかなければならないという事

が本日 5 名参加者のまとめの意見です。 
 
８．閉会点鐘 
 

 次回例会 

第 2028 回 例会 3 月 16 日（月） 

海南商工会議所４F 12:30～ 

会員卓話 田中 淳 君 

 

 

 
上野山 雅也 君  ありがとうございました。 

 深谷 政男 君   久しぶりに出席させて頂き

ます。 
 寺下 卓  君   無事にフィリピン・セブの

訪問を終えました。 
 花田 宗弘 君        〃 
 重光 孝義 君        〃 
 前田 克仁 君        〃 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



創造力と柔軟性で支援活動と人びとのつながりを

維持 

新型コロナウイルスの猛威により世界に不安と困

難な状況が広がる中、ロータリー会員と参加者たち

が画期的な方法で支援し、離れていても手を差し伸

べる方法があることを示しています。 

奉仕と行動を大切にするロータリー会員は、地域

社会で率先してプロジェクトを立ち上げ、支援を必

要とする人びとへの援助を行っています。しかし、

多くの地域で生活が急変しており、保健専門家らは、

人びとが互いの距離を空け、感染力の強いこのウイ

ルスの拡大防止のために必要であれば自己隔離す

ることを呼びかけています。 

「疾病の予防と治療」はロータリーの主な活動分

野の一つです。これまでも会員は、適切な手洗いや

感染予防法について啓発活動を行い、医療従事者へ

の研修や医療機器を提供してきました。現在は、各

地の保健当局による新型コロナウイルス情報の周

知を援助し、パンデミック（世界的大流行）によっ

て多大な負担を強いられている医療施設や病院に

防護用品を寄贈するといった活動を行っています。 

現在までに、以下のようなさまざまな方法で会員

が地域社会を支援しています： 

 

・感染の被害が最も大きな国の一つであるイタリア

では、第 2080 地区内のクラブが寄付を募り、多

くの患者をかかえる病院のために人工呼吸器と

防護用品を購入しました。さらに、中国での流行

が最悪となった際には、現地での感染拡大防止の

ため、同地区のクラブがマスク購入用に 21,000

ドル以上を集めました。 

・同じくイタリアの第 2041 地区はネットで寄付を

募り、ミラノの催事場に建てられた 400 床の病院

で新型コロナウイルス患者の治療にあたる医師

や看護師のために、防護用品を購入しました。 

・香港では、ロータリークラブが資金を集めて医療

品を購入し、公営住宅を訪問してマスクと殺菌剤

を配りました。 

・スリランカのロータリークラブは、空港トイレに

体温計を設置したほか、コロナウイルスに関する

認識向上のポスターを作成して全国の学校に配

りました。 

・パキスタンのカラチ・ダラクシャン・ロータリー

クラブは、数千枚のマスクを地元市民に配布しま

した。 

・第 3700 地区（韓国）内のクラブは、赤十字に

155,000 ドルを寄付しました。 

・ナイジェリア、アクワイボム州のロータリーク

ラブは、ウイルスの恐ろしさを伝えるキャンペー

ンを実施。地元の 2つの学校でコロナウイルスに

よる病気と予防法について指導したほか、健康維

持のための衛生習慣に関する資料を配布しまし

た。 

・米国（メリーランド州）のメトロ・ベテスダ・ロ

ータリークラブでは、各ボランティアが毎週、隔

離状態にある一人暮らしの市民に連絡して状況

を確認し、必要なものがないかどうかを尋ねてい

ます。会員はまた、このような人びとの玄関先に

花を届ける活動も行っています。 

危機への対応にテクノロジーを活用 

・直接会う例会や行事を中止・延期したクラブと

地区は、親睦を保つ独自の方法を見出し、奉仕活

動に工夫を凝らすことでパンデミックに対応し

ています。 

・フェニーチェ・デル・トロント・ロータリーEク

ラブは、3月 11 日に行ったオンライン例会に一般

の人びとを招待。ウイルス学者を講演者に招き、

コロナウイルスの感染経路や予防方法に対する

知識を広めました。 

・シンガポール・ロータリークラブはウェビナーを

実施し、疫学者と感染症専門家を招いて、コロナ

ウイルスとパンデミックに関する疑問や懸念に

答えてもらいました。 

・イーストジェファーソン・カウンティ・ロータリ

ークラブ（米国ワシントン州）は、クラウドファ

ンディングを活用し、宅配サービスを行う地元の

食料品店、薬局、レストランのオンラインリスト

を作りました 

・ヘレフォード（英国）のロータリー会員は、支援

を必要とする人と、支援を提供できる人・団体を

つなぐために、ロータリー会員や一般の人びとか

ら成るフェイスブックのグループを立ち上げま

した。3月 14 日に開始して以来、6,900 人以上が

グループに参加しています。 

・ショウンバーグ・ホフマンエステイツ・ロータリ

ークラブ（米国イリノイ州）は、予定されていた

毎年恒例の募金行事の 2日前に、この行事をフェ

イスブック上で実施することを決定。100 品以上

のオークションを行い、前年とほぼ同額の

100,000 ドル以上の募金に成功しました。行事で

ふるまう予定だった 350 人分の食べ物は、地元の

恵まれない人びとに届けられました。 

・シリコンバレー・ロータリーE クラブ（米国カ

リフォルニア州）は、他クラブの会員を招いてオ

ンライン会議を開き、会員がつながりを維持する

ためのデジタルツール活用法を紹介しました。こ

の会議を録画し、会員がいつでも閲覧・シェアで

きるようにしています。 

・第 34 ゾーン（米国の一部とカリブ海諸島）は、

会員のつながりを保つためのオンラインツール

活用ガイドを作成。カリビアン 7020 ロータリーE

クラブは、ゾーン内のクラブがオンライン例会を

実施できるよう援助しています。 

 

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 


