No.1979

District 2640 Japan

会長 山畑 弥生
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第 1979 回例会
平成 30 年 12 月 17 日(月)
12:30～

海南商工会議所４階
会員卓話 花畑 重靖 君
2021 年「国民文化祭」について

１．開会点鐘
２．ロータリーソング
３．出席報告
会員総数 42 名
出席率 62.50 ％

「我等の生業」

出席者数 25 名
前回修正出席率 57.50 ％

会長 山畑 弥生 君
４．会長スピーチ
皆さん、こんにちは！ 残りあと
2 週間で今年も終わりですが、思
い起こせば会長に就任前に宮田さ
んから「ロータリー以外のことは
スピーチしないように」と良きア
ドバイスを受けました。今迄、ス
ピーチ資料にと集めた新聞や雑誌
の記事を封印し、この半年間ロー
タリーの基本理念やクラブ運営等のスピーチをし
てきましたが、先輩会員の方々の復習と若い会員の
皆さんの少しでも参考になっていれば幸いに存じ
ます。また、今年 4 月から三回の理事予定者会議を
含め 9 回理事会を開会致しましたが、会議終了後は
毎回お酒を酌み交わしながら和気藹々の雰囲気の
中で互いの絆も深まり、12 月 13 日に今年最後の協
議を終えることが出来ました。これも、ひとえに皆
さんの友愛とご協力の賜物と感謝申し上げます。
では、議事録開示に伴い皆さんにクラブがどのよ
うに運営されているのかを知って頂く為に補足説
明をさせて頂きます。
先ずは、新春夫婦例会についてですが 11 月 17 日
の試食会の結果、イタリアンとフレンチを融合させ
たメニューに決定致しました。
次に後期会費の件ですが、後期会費そして親睦と
クラブＷＣＳ関係会費は前期と同じですが、災害義
援金については、前期は、繰越残額が多かった為、
徴収致しませんでしたが、近年、大型地震や異常気
象による災害が多発する中で最低額 100 万円は留保
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幹事 中村 俊之

ＳＡＡ 田岡 郁敏

しておく必要があると判断致しましたので、後期は
￥3,000 を徴収させて頂きます。
次に先月、木地義和さんから退会届けが出されお
り、深谷さんと私で慰留を求めましたが、体調不良
との事ですので大変残念ですが退会を受理致しま
した。
次に長らく保留としてきました信号機自動起動
式発電機設置の義捐金ですが、海南三クラブ同額と
で、￥10,000 を寄付することに決定致しました。
次に海南クリーンアップ作戦（道路清掃）につい
ては、当初、海南三クラブで開催予定でしたが、海
南クラブが不参加となり海南西クラブと当クラブ
の 2 クラブ合同での開催となります。地域社会への
ロータリーのイメージ向上を図る目的で「ロータリ
ーデー」としての開催となりますので、たくさんの
会員と家族、そして友人の皆さんのご参加をお願い
致します。開催日は、来年 2 月 24 日（日）AM 9 時
～12 時。当日、雨の場合は 3 月 3 日（日）となりま
すので、今から予定に入れておいて下さい。尚、海
南商工会議所集合で昼食には、お弁当とドリンク
(アルコール類)も用意されます。出欠等の詳しいご
案内は後日、社会奉仕委員会からお知らせ致します。
次に、先日のＩＤＭでの皆さんからのご意見と細
則変更（案）については、クラブ戦略計画委員会で
原案を検討し、理事会に於いて協議した上で、皆さ
んにお諮りしたいと思います。
次に、中野ガバナーエレクトより 2640 地区次年
度の地区委員に、当クラブから、花田さん、寺下さ
ん、中西さんを推薦するよう依頼が来ておりました
ので本人の承諾の元、其々の委員会に推薦致しまし
た。補足説明は、以上です。
では、最後に花畑さんに卓話をお願い致しまして
少し早いですが、今年最後の例会ですので皆さん健
やかに良いお年をお迎え下さい。そして、来年 1 月
7 日（月）の新春夫婦例会では、元気に皆さんとお
会い出来ることを楽しみにしております。
５．幹事報告
幹事 中村 俊之 君
○例会臨時変更のお知らせ
岩出ＲＣ
1 月 10 日（木）→1 月 10 日（木）
12：30～ 金光教山崎教会
「新年例会」
事務所 〒642-0002
海南市日方 1294 (海南商工会議所 4F)
TEL:073-483-0801 FAX:073-483-2266

E-mail：info@kainaneast-rc.jp

1 月 16 日（水）→1 月 17 日（木）
18：00～ 「魚菜八風」
1 月 23 日（水）→1 月 23 日（水）
12：30～ 「ファンシー例会」
和歌山東南ＲＣ 1 月 30 日（水）→1 月 30 日（水）
12：30～ 保田鉄工所「保田会員事業所」
「職業奉仕月間 職場見学例会」
○休会のお知らせ
和歌山西ＲＣ
1 月 2 日（水） 1 月 30 日（水）
和歌山東南ＲＣ 1 月 2 日（水）
岩出ＲＣ
1 月 3 日（木）
和歌山西ＲＣ

６．ロータリー財団の認証
ポール・ハリス・フェローとは、国際ロータリー
のロータリー財団に 1,000 ドル以上の寄付をした人
で、2,000 ドル以上で、マルチプル･ポール･ハリス･
フェローとして、以降、1,000 ドル単位で認証され
ます。
○ポール・ハリス・フェロー
魚谷 幸司 君

○マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
山東 剛一 君（6 回）
花田 宗弘 君（3 回）
山畑 弥生 君（2 回）

きた紀の国の文化を見つめ直し、新たな時代にふさ
わしいものへと発展させなければなりません。
そのきっかけとなるのが、「国民文化祭」と「全
国障害者芸術・文化祭」です。
和歌山県が誕生して 150 年を迎える節目の年に、
二つの文化祭を同時開催することにより、心豊かで
多様な価値観が共生する社会の形成を進め、先人か
ら受け継いできた豊かな文化を新しい時代へと発
展させ、継承していきます。
「第 36 回国民文化祭・わかやま 2021」「第 21 回全
国障害者芸術・文化祭わかやま大会」は、同じ年の
夏に開催される「第 45 回全国高等学校総合文化祭
とともに、県民一人ひとりが文化活動に参加し、他
者への発信や協働を通じて地域社会全体を活性化
することで、「元気な和歌山」を実現する大会とな
ることを目指します。
① 県民総参加で文化力の更なる向上を目指す
② 先人が育んできた文化を継承する
③ 交流の中で相互理解と新しい文化の創造を促す
1964 年に東京オリンピックが開催されました。ま
た、1970 年には大阪万博が開かれ、好景気をもたら
しました。和歌山県でも 1971 年の黒潮国体、2015
年の紀の国わかやま国体が開催され、道路や施設の
整備が進み、景気を良くしてくれました。
このように国際、全国規模の祭典は多くの発展に
繋がります。国民文化祭の和歌山県開催に向けて準
備が進められており、整備が進められます。また、
さらに、2020 年の東京オリンピックや 2025 年の大
阪万博も控えています。今後の経済発展に期待しま
しょう。
８．閉会点鐘
次回例会 2019 年 1 月 7 日（月）
第 1980 回 新春夫婦例会
19：00～ マリーナシティホテル

７．会員卓話
花畑 重靖 君
○2021 年「国民文化祭」について
第 36 回国民文化祭・わかやま
2021 と第 21 回全国障害者芸術・文
化祭わかやま大会が、2021 年 10
月 30 日～11 月 21 日に和歌山県で
開催されます。今回、私は海南市
文化協会の会長として、実行委員
会の委員に委嘱されました。
「国民文化祭」及び「全国障害者芸術・文化祭」
は、国内最大の文化の祭典で、和歌山県で初めて開
催されます。
和歌山県では、万葉の時代から歌に詠まれた美し
い自然と、世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」に
代表される高い精神性を有する悠久の歴史に恵ま
れた環境の下で、個性豊かで魅力ある文化が育まれ
てきました。他方、今日、社会がこれまでに類を見
ないほど大きく変動する中で、先人から受け継いで
クラブ会報・広報・雑誌・IT 委員会

田中 秀夫 君
深谷 政男 君
山名 正一 君

田岡 郁敏 君

理事会 一 同

母の葬儀に際し、会葬賜り、あ
りがとうございました。
花畑 様、本日の卓話ありがとう
ございます。
15 日～16 日、アスカⅡにて神戸
～名古屋までの旅。船中にてク
リスマスディナーを楽しんで来
ました。
誕生日祝いのモバイルバッテリ
ーの使い方がわからない人が多
いので、説明します。
理事会の残金です。

委員長：上野山 雅也 副委員長：清水 敏光 委員：阪口 洋一

千賀 知起

