
 

 

 

 

 

 

 

第 2112回例会 

2022 年 10 月 3日(月) 
海南商工会議所４F 19:00～ 

お誕生日、結婚記念日のお祝い 

 

１． 開会点鐘 

２． 国歌斉唱            「君が代」 

３．ロータリーソング      「奉仕の理想」 

４．出席報告 

会員総数 45名 出席者数 25 名 

出席義務規定適用免除会員  3 名 

出席率 60.98%  前回修正出席率 58.53% 
 

５．会長スピ-チ        会長 中村 俊之 君 

皆さんこんばんは、10 月第

一例会に出席いただきありが

とうございます。今月、お誕生

日、結婚記念日を迎える会員の

皆様おめでとうございます。 

また、本日は非常にうれしい

ことに新たに新会員として才

力 昭浩さん（さいりき あき

ひろ様）がご入会していただく事となりました。入

会を皆さんで大歓迎したいと思います。才力様ご入

会まことにおめでとうございます。才力さんには後

ほど簡単な自己紹介をお願いいたします。 

10 月のロータリーの特別月間は「地域社会の経

済発展月間」「米山月間」となっています。 

2022 年度の 2640 地区の奨学生は 20 人となってい

ます。当クラブは残念ながら米山奨学生の受け入れ

はできませんでしたが、これまで多くの奨学生を送

り出してきました。 

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。この事業の

趣旨をご理解いただき、一人当たり普通寄付 6，000

円、特別寄付 10,000 円（地区目標）となっていま

すが、普通寄付はクラブ予算から寄付いたしますの

で、残り１人 10．000円程度を寄付していただける

よう会員の皆様にお願いいたします。 

報告事項です。当クラブ会員の阪口さんですが、

脚立から落ちて頭を強打し、しばらく入院されてい

たそうです。現在は退院し自宅にて療養中とのこと

ですが、まだ少し頭が痛いのでしばらく例会に参加

できない旨、事務局に連絡がありました。 

また、本日の朝、当クラブ会員よりグループライ

ンにメッセージが入ったのをご覧になった方もい

ると思います。その方が投稿した次回知事選に出馬

予定の岸本周平さんに関する情報について、この行

為が海南東ロータリークラブの定款第 14 条第 2 節

－支持の禁止にふれるのではないかとのご指摘を

いただき、今朝削除依頼をしてところです。まだ新

しいメンバーさんもおられるので説明させていた

だくと 第 14条第 2節には、支持の禁止、本クラブ

は、公職に対するいかなる候補も支持または推薦し

ないものとする。またいかなる会合においても、か

かる候補者の長所または短所を討議しないものと

する。 

また、第 3節には 政治的主題の禁止 

(a) 決議及び見解。本クラブは、政治的性質をもっ

た世界問題または国際政策に関して、決議ない

し見解を採択したり配布したりしないものと

する。またこれに関して行動を起こさないもの

とする。 

(b) 嘆願。本クラブは、政治的性質をもった特定の

国際問題に解決のために、クラブ、国民、政府

に対して嘆願しないものとする。また、書状、

演説、提案を配布しないものとする。 

とあります。いま起こっているロシア・ウクライナ

の紛争についてもこれに該当すると思われます。多

分、定款なんか関係あるかと、悪気があってやって

いる人はいないと思います。投稿されたご本にも説

明してご理解いただいた上での削除依頼のメッセ

ージをとなっています。仲間うちの話でそんなに大

げさな事にと思われる方もいるかとは思いますが、

数十人単位の会の運営にあたり、定款・細則に定め

られていることを遵守していかないと、なにかあっ

たときにもっと大きな問題となる可能性もありま

す。何卒ご理解いただいた上で、今後のロータリー

活動をしていただきたいと考えています。 
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会長 中村 俊之    幹事 千賀 知起   ＳＡＡ 田中 淳 

D i s t r i c t  2 6 4 0  J a p a n 

 CLUB JAPAN 

ＲＩ会長 ジェニファー・ジョーンズ 

イマジン ロータリー 

10 月は地域社会の経済発展月間 

米山月間です。 



６．幹事報告               幹事 千賀 知起 君 

〇ガバナーエレクト事務所開設の案内 

 和歌山市美園町 3-34 けやき ONE 301 号室 

〇休会のお知らせ 

有田 RC  10月 13日（木） 

〇10 月ロータリーレート 

 １＄→ 145 円  

 

７．委員会報告  米山奨学委員長 重光 孝義 君  

民間最大の国際奨学事業であるロータリー米山

記念奨学事業は、日本のロータリー全地区による国

際奉仕事業です。日本で学ぶ外国人留学生に奨学金

を支給し、支援することにより、日本と世界との平

和の懸け橋になる人材を育てています。 

将来、国際社会で活躍し、ロータリー運動の良き

理解者となる人材を育成すること、これはロータリ

ーの目指す、平和と国際理解の推進そのものです。 

2022年度、2640地区では 20名の米山留学生を受

け入れています。年間約 2,600万円の費用をまかな

うには、2600÷1600名で 1人当たり約 16,000円の

寄付が必要となります。1人 6,000円は普通寄付と

して会費より寄付されています。特別寄付として、

1人 10,000円程度の寄付を皆さんお願いします。 

 

８．新会員の紹介     紹介者:宇恵 久視 君 

 10月から新しい仲間が入会してくれました。 

才力 昭浩 君を紹介します。 彼は 7 月入会の前

田 誠吏君同様、私の同級生で 57歳です。海南市下

津で建築業を営んでいます。ゴルフやお酒もたしな

みます。皆さん、何卒、よろしくお願いします。 

〇才力 昭浩 君 

 今月から入会させていただくこ

とになりました。分からないこと

ばかりですので、ご指導ご鞭撻の

程お願いします。 

 

 
会員バッチ贈呈 

   

 
 

次回例会 

第 2113回 2022年 10月 17(月) 

海南商工会議所 4F 12:30～ 

IDM報告 
 

 

８．閉会点鐘 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Happy birthday！ 

10 月のお祝い 
○会員誕生日 

  2日 魚谷 幸司 君     5日 大江 久夫 君 

 14日 小久 保好章 君  14日 千賀 知起 君 

 26日 谷脇 良樹 君 

○奥様・旦那様誕生日 

  3日 山東 久枝 様    20日  岩井 まり子 様 

 24日 瀬藤 憲康 様 

○結婚記念日 

19 日 上中 嗣郎 君    24 日 山東 剛一 君 

 25 日  荻野 昭裕 君   31 日 千賀 知起 君 

○一般ニコニコ 

花畑 重靖 君  ２年間コロナで休んでいたギ

ャラリーが 10 月 1 日より再

開しました。１日 200 人ぐら

いの来場があり忙しくなって

きました。 

奥  喜全 君  才力さんご入会おめでとうご

ざいます。数か月前に話をし

た息子の事ですが、ようやく

陸上部に入部できました。初

めて参加した大会でラッキー

が重なり、和歌山市代表とな

りました。 

前田 誠吏 君  才力さんご入会おめでとうご

ざいます。私も入会してまだ

２か月目ですが、皆さん良い

方ですぐになれると思うので

頑張ってください。あと先週

ですが我が阪神タイガースが

ＣＳ出場決まりました。また

ＣＳが楽しみです。 

上田 善計 君  才力さんご入会おめでとうご

ざいます。お酒も飲むしゴル

フもされるという事なので友

達がたくさんできると思いま

す。これからも仲良くして頑

張ってください。 

山畑 弥生 君  才力さんご入会おめでとうご

ざいます。孫の運動会に行っ

て凄くびっくりしました。徒

競走の時に男女混合で走って

いました。制服も男女関係な

く選んで着れるようになって

いて、ジェンダーレスが進ん

でるんだなと思いました。 

中西 秀文 君  才力さんご入会おめでとうご

ざいます。この前の８０会で

ハンディに恵まれ優勝させて

いただきました。昨日も高校



の同級生で国木原ＣＣにゴル 

フに行きましたが、あまりコ

ースのコンディションは良く

なかったです。 

新垣 直樹 君  才力さんご入会おめでとうご

ざいます昼に例会は発熱外来

をしているので中々来れない

のですが、うちのクリニック

に限ってですが陽性の患者さ

んが減っています、このまま

終息してくれればいいですが。 

田岡 郁敏 君  才力さんご入会おめでとうご

ざいます。この前の 80 会で初

めてグロスで魚谷さんに勝ち

ました。本当に嬉しかったです。 

桑添  剛 君  先週、私、中西さん、上野山さ

ん、楠部さんでゴルフに行きま

したが楠部さんが３オーバー

で回って手が付けられないく

らいの調子でした。また同じメ

ンバーでゴルフに行くので、そ

れまで一生懸命練習します。 

楠部  均 君  才力さんご入会おめでとうご

ざいます。私もゴルフが好きな

のでまたご一緒していただき

たいと思います。最近、嬉しい

ことが２つありました、1 つは

この前の 80 会で 2 日とも重光

さんにグロスで勝てたことで

す、もう 1 つは桑田佳祐のコン

サートのチケットが当たりま

した、すごく楽しみです。 

赤松 昭二 君  才力さんご入会おめでとうご

ざいます。会社でコミュニケー

ションＵＰのために野球チー

ムを作っています。今年８チー

ムでリーグ戦をやっている中

で始めて優勝することができ

ました。日曜日に久しぶりに奈

良に帰って祝杯をあげました。 

前田 克仁 君  才力さんご入会おめでとうご

ざいます。阪神タイガースがＣ

Ｓの出場が決まりましたが私

はあまり期待していません。そ

れと賛否両論ありますが、来期

に岡田さんが監督に決まった

ということで来期に期待して

います。 

宇恵 久視 君  才力さんの紹介の補足ですが、

今日この日のためにスーツを

新調してきました。先月、東京

に相撲を見に行きました、現場

で見る相撲は迫力がありとて

もよかったです。その帰り新幹

線で人身事故があり３時間新

幹線の中で過ごしました。 

才力 昭浩 君  この前、友人がチケット余った

という事で矢沢永吉のコンサ

ートに行ってきました。昔の歌

とかたくさん歌ってとてもよ

かったです。 

寺下  卓 君  才力さんご入会おめでとうご

ざいます。前田さんと才力さん

とは入会前からゴルフとか行

ってお付き合いさせていただ

いています。今回も勧誘から入

会申込書を書くところまでた

ち合わせさせていただきまし

て、快く入会してくれました。

紹介者として今日も早い目に

来て出迎えさせていただきま

した。同居している次男が熱烈

なオリックスファンで、その影

響で家族全員オリックスファ

ンになりました。昨日の夜奇跡

的な優勝をしまして、祝杯をあ

げました。 

楠山友香江 君  才力さんご入会おめでとうご

ざいます。最近、孫ができまし

て、娘の愛情を全部取られた気

がしていたのですが、最近笑う

ようになって孫がすごくかわ

いくなってきました。 

倉橋 順子 君  才力さんご入会おめでとうご

ざいます。先ほどから皆さん

野球の話をされているのです

が、私は全然わからないので

すが、昨日、近鉄百貨店から

電話がかかってきて、バッフ

ォローズの優勝セールを９日

までやるっていう電話でした。 

魚谷 幸司 君  才力さんご入会おめでとうご

ざいます。この木曜日に車の

ラジオで薄毛の通販のＣＭを

聞いて、買おうと思い家につ

いてすぐ電話したのですが

中々つながらず、先方の対応

に腹をたてていました。薬の

効果があればまた連絡させて

いただきます。 

重光 孝義 君  才力さんご入会おめでとうご

ざいます。この前、アントニ

オ猪木さんがなくなって、昔

すごく好きでよくプロレスを

見に行ったりしていましたの

で、すごく悲しい気持ちにな

りました。これから精進して

90 歳までゴルフ出来るよう

に頑張りたいと思います。 

上中 嗣郎 君  才力さんご入会おめでとうご



ざいます。わりと気楽な人の会

なので、早くうまいこと仲良く

やっていただきたいと思いま

す。私も長くロータリーに入っ

ていますがあまり固く考えず

にやっていただきたいと思い

ます。先ほど 80 歳のお祝いい

ただきましたが、歳がいったら

いいというわけでなく元気で

なければいけないと思います。 

上野山雅也 君  才力さんご入会おめでとうご

ざいます。嫁は、野球なんかま

ったく興味がないのですがオ

リックスを一生懸命応援して

いた理由がやっとわかりまし

た。それから皆さんが回ってな

にかいいことを言う、これがニ

コニコっていうのですが、誤解

しないでください宗教の団体

ではないです。 

花畑 重靖 君  重光さんをお父さんは一つ下で、

柔道の寝技がすごく強かったで

す。新垣さんのお父さんは文化

協会の 60 周年の時の会長でし

た。最近亡くなった写真家の方

にあこがれてマターホルンで写

真撮ってきました。ＮＨＫのダ

ンス教室、新垣さんのお母さん

上級とってます。 

田中  淳 君  才力さんご入会おめでとうござ

います。もう一人田中がおりま

すがめったに来ません。藤白の

方で土木の設計をしています。 

千賀 知起 君  才力さんご入会おめでとうござ

います。さっきからオリックス

や阪神の話が出ていますが、棚

ぼたみたいな感じでしたが、才

力さんにもそうゆうのを期待し

ています。 

倉橋 利徳 君  才力さんご入会おめでとうござ

います。昨日、日でして、13

年たちます。あと 20 年は頑張

りたいと思っています。 

中村 俊之 君  才力さんご入会おめでとうござ

います。漆器祭りが３年ぶりに

開催されることとなりました。

地区大会と日にちが被っている

ので代わりに地区大会にいてい

ただく方よろしくお願いします。

11月 5日 6日と 2日やっている

ので時間のある方は覗いてくだ

さい。 

山東 剛一 君  体調不良で欠席させていただき

ます。 
 

中村 俊之 君  才力さん入会おめでとうござい

ます。 

千賀 知起 君        〃 

田中  淳 君        〃 

宇恵 久視 君        〃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月は「地域社会の経済発展月間」です。ロータ

リーでは、地域社会とそこに住む人びとが経済的、

社会的に自立できる道を開くため、起業家とリーダ

ーの育成、女性のエンパワメント、スキルの指導、

就職支援などを実施しています。 
 

地元経済促進における成果 
ロータリーのプロジェクトを通じて指導や研修

を受けた人びとは、地域社会での貴重な人材となっ

て住民への指導、新ビジネス立ち上げの支援、経営

方法の指導などを行っています。 
 

 
 

雇用されているにもかかわらず 1日にわ

ずか 1 ドル 90セント（約 220円）で暮らして

いる人の数は、世界で約 8 億人。ロータリ

ーは、貧困問題に持続可能な解決策をも

たらすために活動しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリーは、地域社会と そこに住む人びとが

経済的、社会的に自立できる道をひらいています。 


