No.2045

District 2640 Japan

ＲＩ会長 ホルガー・クナーク

会長 花畑 重靖

第 2045 回例会
2020 年 10 月 12 日(月)
海南商工会議所 4F 12:30～
会員卓話 田中 祥秀 君
１．開会点鐘
２．ロータリーソング
「我等の生業」
３．出席報告
会員総数 40 名 出席者数 22 名
出席率 56.14% 前回修正出席率 74.36%
４．会長スピ-チ
副会長 魚谷 幸司 君
皆様こんにちは。本日
は花畑会長が所用のた
め、代わってスピーチを
させて頂きます。
週末、和歌山南部を中
心に台風が近づきまし
たが、大きな被害が出る
こともなく過ぎ去り、ひ
とまず安心をしている
ところです。
先週も花畑会長、坂口米山委員長より話がありま
した通り、今月は米山月間となっております。ロー
タリー米山記念奨学会は、将来母国と日本との懸け
橋となって国際社会で活躍する優秀な留学生を奨
学することを目的としています。これらの趣旨にご
賛同いただき、寄付をして頂ければと思いますので
よろしくお願い致します。
コロナ関連では東京を中心に感染者数がなかな
か減らない状態にあります。つらいニュースとしま
しては先日の毎日新聞で前年度と比べ 15％自殺者
が増えているという報道がありました。コロナ倒産、
コロナ不況など経済苦からのものもありますが、他
者との交流の制限など生活環境の変化についてい
けず、ストレスをため込むこともありますので、皆
様方うまく吐き出す方法を見つけるように努めて
ください。
10 月 8 日の木曜日、2640 地区 分区 2 組 IM、第
1 回の実行委員会がありました（実行委員長は山名
さん）。今回当クラブがホストクラブとなっており、
四つのテスト

言行はこれにてらしてから

①真実かどうか

③好意と友情を深められるか

②みんなに公平か

④みんなのためになるかどうか

幹事 田岡 郁敏

ＳＡＡ 角谷 太基

用意を進めているところでありますが、開催日は令
和 3 年 4 月 18 日（日）であります。随分先のこと
と思っておりましたが、今後決めていかなければい
けないことが山積されており、早期に会議を開き、
司会進行の労を取って頂いた田岡幹事には敬意を
表したいと思います。
内容的にはまずテーマを決めるところからです
が、日本のロータリクラブが 100 年を迎えること、
コロナ禍で大変だったことなどがあげられました。
いずれにしろ今後のロータリーの在り方が問われ
ることになると思います。各実行委員が次の開催日
までに考えてくるようにと宿題を課されました。
その他、来賓として誰をよぶのか、スピーチを誰
に頼むのか、分科会の開催方法など、ほとんどは先
輩方の意見を聞く形でしたが、みなさんで議論して
いただきました。この IM を成功させるためには、
全会員の協力が必要ですので宜しくお願い致しま
す。
最後となりましたが、本日の卓話は田中祥秀さん
です。宜しくお願いします。
５．幹事報告
幹事 田岡 郁敏 君
○例会臨時変更のお知らせ
高野山ＲＣ
10 月 16 日（金）→10 月 16 日（金）
<移動例会>
100 年の森林と記念植樹地除草・清掃作業
10 月 23 日（金）→10 月 24 日（土）
「世界ポリオデー」に変更
（伽藍金堂にてポリオ根絶・新型コロナ終息祈願例会）
田辺ＲＣ
11 月 12 日（木）→11 月 13 日（金）
12:30～ ガバナー公式訪問
ホテルハーヴェスト南紀田辺
○例会取り止めのお知らせ
那智勝浦ＲＣ 10 月 15 日･22 日（木）
新型コロナウイルス感染拡大防止の為
10 月 29 日（木）より通常通り例会
○例会休会のお知らせ
岩出ＲＣ
10 月 29 日（木）
和歌山城南ＲＣ 10 月 29 日（木）
有田南ＲＣ
11 月 3 日（火・祝）
田辺東ＲＣ
11 月 4 日（水）
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６．会員卓話
田中 祥秀 君
前回の卓話からの進捗
で、以前は地域活性・鈴
木屋敷・電気自動車事業
などのお話をさせて頂き
ました。その後の進捗を
自分なりに話しをさせて
頂きたいと思います。
まず地域活性という事で
すが、現在形にはなって
いないですが、紀美野町
で自家用有償運送と言いまして白タク事業の実証
実験をさせて頂きます。それはトヨタ自動車のトヨ
タ財源から助成金が出る仕組みで、参加を出したら
採択され早ければ来月から実験していく予定とな
っています。
鈴木屋敷については寄付なども集まり令和 5 年
には完成する予定になっています。
電気自動車についてですが、自動車産業自体電気
自動車化になってきているのが現状です。特に日本
メーカーも次々に EV 車を投入して来ていて、今後
我々の商売もなくなっていく業種になりつつあり
ます。そこで私は自社で作れる車をと思いましたが
部品の調達なども困難で、仮に出来上がったとして
ナンバーを取得するにもお金と時間がかなりかか
る所です。それは今トヨタ自動車さんが作られた歩
行領域と言
う乗り物で
す。それを
今後どうい
った所に販
売をし、ア
フターサー
ビスがどこ
までできる
かなど、これも実証を今年から来年にかけて東北と
和歌山だけで実証します。
ありがとうございました。
７．閉会点鐘
次回例会
第 2046 回 2020 年 10 月 19 日(月)
海南商工会議所 4F 12:30～
ゲスト卓話 和歌山ダルク 池谷 大輔 様

角谷 太基 君

先週休ませて頂きました。

クラブ会報・雑誌委員会 委員長：魚谷 幸司 副委員長:重光 孝義

この日、世界がポリオに目を向ける
世界ポリオデー【10 月 24 日】
コロナ禍によりロ
ータリーの活動や行
事の実施が困難な状
況となっていますが、
ロータリーは引き続
きポリオ根絶を最優
先目標として掲げて
います。10 月 24 日の
世界ポリオデーには、
例年、日本を含む世
界中のクラブや地区がイベントを実施しており、
今年もオンラインや三密を避けた活動など、工夫
を凝らしてポリオへの認識向上や募金を行うこと
ができます。
これまでにロータリーをはじめとする世界ポリ
オ根絶推進活動によって築かれてきたポリオ根絶
のインフラは、新型コロナウイルス対応において
も、ウイルスの追跡やサーベイランスのために役
立てられています。世界ポリオデーの活動をご計
画ください。推進用資料を収めた世界ポリオデー
ツールキットもご活用いただけます。簡単に実行
できる世界ポリオデーのアイデア
･ポリオ根絶 特別例会：ポリオ根絶活動の歴史を
紹介した動画や、ロータリーの世界ポリオデー特
別プログラムを例会で視聴。有識者を卓話に招待
（バーチャル例会も可）
。
･END POLIO NOW のＴシャツや赤い服を着て自撮
り：自撮り写真を「#endpolio」のハッシュタグ
で SNS に投稿し、話題を広げましょう。また、オ
ンライン寄付ページのリンクを入れてポリオ根
絶への寄付を呼びかけましょう。
･各自で一斉にアクティビティ：ウォーキング、ハ
イキング、山登りなどのアクティビティをそれぞ
れの人が一斉に行い、その写真や動画をポリオ根
絶への支援の呼びかけとともにソーシャルメデ
ィアに投稿することで、話題を広めることができ
ます。三密を避けて実行できるだけでなく、アク
ティビティへの参加による達成感が得られるで
しょう。
･バーチャル講演会／パネル討論会：ポリオ、ワク
チン、感染症などに詳しい有識者や経験者を招き
ましょう。一般の人も無料視聴できるようにする
ことで、ポリオについて知ってもらうことができ
ます。 動情報を入力して「ポリオ根絶特別プロ
グラム」の動画を一足早くダウンロード。
イベントや活動を計画したら、フォーム
(https://endpolio.org/ja/register-your-event
)に入力して情報をお寄せください。
前田 克仁 綛田 さよ志 田中 祥秀 楠部 均 森脇 節子 土井 元司 千賀 知起

