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第 2060 回例会
2021 年 6 月 21 日(月)
海南商工会議所 4F 12:30～
会員卓話 森脇 節子 君
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出席報告
会員総数 40 名 出席者数 22 名
出席率 56.41% 前回修正出席率 66.67%
４．会長スピ-チ
会長 花畑 重靖 君
みなさん、今日は。
例会の再開し、6 月、
3 回目の例会となりま
した。いよいよ、次回
の今期最終例会で会長
の任も終了します。コ
ロナの関係で新春例会
や家族会、IM、たんぽ
ぽの会との交流会など
主な活動が全て中止と
なりました。やっと、
和歌山のコロナの感染
数も少なくなり、ワクチンの接種も進んできていま
す。次年度は、コロナも収束に向かうと思います。
魚谷会長年度では活動を再開できると思います。次
年度に期待したいと思います。
本日の卓話は、会員の森脇さんです。だいぶ前か
ら準備して頂いていましたが、コロナの関係で日程
調整の末、今日になってしまいました。宜しくお願
いします。
５．幹事報告
幹事 田岡 郁敏 君
〇例会臨時変更のお知らせ
和歌山 RC 6 月 29 日（火）→ 6 月 29 日（火）
18：00～ ホテルグランヴィア和歌山６F
（最終夜間例会）

四つのテスト
①真実かどうか
②みんなに公平か

言行はこれにてらしてから

③好意と友情を深められるか
④みんなのためになるかどうか

http://www.kainaneast-rc.jp

幹事 田岡 郁敏

ＳＡＡ 角谷 太基

６．会員卓話
森脇 節子 君
皆様こんにちは 私
セツ理容室の森脇です。
私の人生物語りお話し
させて頂きます。
私は一歳半の時、母
をなくし、祖父母そし
て世間の皆様にお世話
になり過ごしました。
二十八才の時、美容の
世界に入り、大阪で九
年間修業し、昭和四十
九年五月に和歌山に帰り、農協で三百万円お借りし
て借家二階六畳二間改造してセツ美容室が出来ま
した。それから昭和六十二年新しくセツ美容室新築
させて頂きました。
子供の頃から皆様にお世話になりながら生活し
てきましたので何かお役にたちたいと思い、昭和五
十七年五月から二カ月に一度老人ホームカットボ
ランティアに行かせて頂き、皆様に喜んで頂くこと
が元気に頑張れる、私の人生です。楽しく、大きく
なると少しでも祖父の真似事をして皆様に喜んで
頂きたいと思っていました。
祖父の人生のお話をさせて頂きます。私は 1 才半
の時、母が病気になり、病院に行くのに新橋がなく、
北野上を回り行ったそうです。それから祖父が新橋
を作り、尾崎産業さんまで道を作り、皆様に喜んで
頂いたそうです。海南市溝の口野上工業銀行を作り、
現在は紀陽銀行となっています。
また、野上中農協を祖父が立ち上げたそうです。
世の中のためにご奉仕されていた祖父の姿が忘れ
られません。私の人生の中のボランティアです。
平成 26 年 和歌山国体 100 万円寄付
平成 28 年 和歌山県愛の基金 100 万円寄付
平成 28 年 海南市から隈本義援金 100 万円
令和元年
白寿荘車椅子 5 台寄贈
令和二年
海南市 100 万円寄付
現在
お店マスク（手作り）三千枚以上ボ
ランティアさせて頂いています。
これからも元気で少しでもお役にたてるよう念
願しています。
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７．閉会点鐘
次回例会
第 2061 回 2021 年 6 月 28(月)
美登利 19:00～
最終例会

森脇 節子 君
花畑 重靖 君
田岡郁敏 君

花田 宗弘 君

小椋 孝一 君

本日、卓話します。
森脇さん、卓話ありがとうござい
ます。
父の日で、ステラートで家族から
食事に招待されました。
元会員の上南さんの娘さんがさ
れているそうです。お店も紀美野
町にあり、ぜひ立ち寄って下さい。
アメリカからヨットが届きまし
た。イギリス人の方は入国出来ず、
アメリカ人の方のみ淡輪に入港
し、昨晩は一緒に食事をとり、楽
しい一日でした。
息子家族から、焼き肉パーティー
を父の日にということで、ごちそ
うになりました。田岡先生 紀美
野町へようこそ 紀美野町観光
協会のパンフを PR のため配布
させて頂きます。菩提寺の医王寺
の HP を寺下さんに開設しても
らいました。

・世界中のロータリアンが、疾病予防と治療の分
野での知識を生かして新型コロナワクチンの
取り組みを支援
・グアテマラの母と子が健康的な食料を得られる
よう支援
・アフリカ地域での最近のポリオ根絶認定を足が
かりに、ポリオのない世界を目指す取り組みを
継続
・台湾などの国々で農家に有機農業の手法を指導
し、環境を保護
これらのプロジェクトは、皆さまからのご支援
なしには実現しません。これからも地域社会と世
界に変化をもたらしていくために、今一度ご寄付
をご検討いただければ幸いと存じます。財団への
引き続きのご支援を何とぞよろしくお願い申し
上げます。

5 月 25 日(火)、
「日本のロータリー100 周年を祝
う会」の式典と祝賀会が youtube で配信されまし
た。 以下の URL からご覧になれます。
https://www.youtube.com/watch?v=n0S389tUijw

日頃よりロータリー財団をご支援くださってい
る皆さまに、心から御礼申し上げます。支援を必
要とする地域社会に変化をもたらすことができ
るのは、皆さまからの温かいご支援のおかげです。
財団へのご寄付により、さまざまなプロジェクト
が可能となります。
・パプアニューギニアで平和を推進し、安全な水
と衛生設備を提供
・タンザニアの子どもたちが学校に通えるよう支
援

クラブや地区を通じてより大きなインパクトを
もたらし、参加者の基盤を広げ、参加者からの積
極的なかかわりを促し、適応力を高めるために、
ロータリーの行動計画がなぜ大切なのかを学び
ましょう。My rotary からラーニングセンターで
「ロータリー行動計画の実行」 のコースをご利
用ください。
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