
  

 

  

 

 

  

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 出席報告   出席者 出席率 

会員総数 42 名 6/20 27 名 65.85％ 

出席免除会員 3 名 6/6 33 名 82.50% 

 ニ  コ  ニ  コ 米山記念奨学会 ﾛｰﾀﾘｰ財団 東南育英会 

累 計 2,032,559 400,000 414,200 98,000 

本日の例会 

6 月 30 日(土)  

18:30～華月殿 

先週例会報告  会場監督  塩﨑 和利 

例会日：水曜日 例会場:ﾙﾐｴｰﾙ華月殿 第 1･第 2:18:30～(夜) 第 3･第 4･第 5:12:30～(昼)       

会 長 : 鯨 拓也  幹 事 : 宇治田堅三  会報委員長 : 籠田 弘 

            鯨 拓也 会長 
 
 

皆さんこんにちは 

一昨日は近くで地震がおきました｡和歌山からは100kmくらい離れた高槻市を震源とす 

る断層のズレによる地震らしいのですが死者も出ました。息子の嫁のところが高槻で 

すのでピアノが倒れたくらい激しく揺れたそうです。未だに断水しているので昨日は 

ポリタンクで和歌山から飲料水を運んでました。このような地震がおきますと毎回建 

物の安全性とか言われるんですが、皆さんはどのようにお考えでしょうか？ 

私はまず皆さん根本的なことが分かっていないのだと思います。難しいことではありません。 

建物を新築するにしても、改修するにしても建築基準法という法律が適用されます。道路交通法で速度

等が定められているのと同じです。私はあまり守っていませんが､この建築基準法、第一条、目的を読ん

でみますとこの法律は建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、

健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。と書かれています。 

速度なら守っていればよいのですが、この法律は守っているだけでは最低の基準となっていますので、

いいかえれば最低の家ということになります。誰もが家を建つとき、最低の家を建ってよと言う人はい

ないと思います。 

この基準法を1とすれば、1.2倍の強度にしてよとか、1.5倍にしてよとか杭基礎にしてよとか色々選択肢

はあると思います。地震の大きさを示すのに震度・マグニチュード・ガル・カインといった単位が用い

られますが、一昨日の地震は震度6弱、地表面での揺れ、地盤にもよりますが加速度ガルは大体150から

200ガル建築基準法を守っただけの建物には非常に微妙な数値です。 

特に和歌山平野は沖積層で出来ていますので場所により液状化するしないの境目くらい。 

建築確認申請は通るけど、阪神大震災のようなのがくると壊れちゃうよ、また沈んじゃうよというよう

な状況一昨日の地震は、幸い多くの崩壊等もなく、正にこの判断による微妙な結果の地震でした。 

この判断には、溝落ちゃんとか市ちゃんとかにお世話になって協議の上判断すれば良いわけでお金だけ

で判断せずここがすべての根っこだと思います。 

さて、今日も引き続き、年間活動報告です。各委員長様よろしくお願いいたします。 

それと来週の最終例会、できましたら全員出席でお願い申し上げます。山田敬三さんもぜひ！ 

会長挨拶   

事務局 E-Mail：rotary@wakayama-serc.org    http://wakayama-serc.org/ 

『最終親睦夜間例会』 ・開会点鐘 鯨会長 ・ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ われ等和歌山東南ﾛｰﾀﾘｰ  

・出席報告(例会委員会) ・ﾆｺﾆｺ箱(寄付金)報告 ・会長挨拶 ・幹事報告 ・委員会報告  

・閉会点鐘 鯨会長 『懇親会』親睦委員会 ＊アトラクション《ピアノ伴奏で歌おう！》 

《ﾏｰｼﾞｬﾝ同好会表彰》《豪華賞品大抽選会》 ・ソング「手に手つないで」・閉会、解散 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

郷間博敏 副会計  
 

 

 

鯨君・引き続き各委員長様 発表よろしく。 

塩﨑君・東南会カップ争奪戦 ゴルフコンペ優勝しました｡ありがとうございました。 

山口君・早退します。報告書 週報で発表！ 

中谷君・勤勉に出席できなくてすみません。 

中曽君・東南会どうもお疲れ様でした。 

次年度 山縣さん､坂本さん 宜しくお願いします。 

本人お誕生日お祝い・山田(敬)君。 

配偶者お誕生日お祝い・山田(敬)君。 

結婚記念日お祝い・山田(敬)君、塩﨑君、坂本君。 
 

 

山本君・山田さん 出席ありがとう。今後もよろしく。 

 
 
 

宇治田君・最終例会 皆様出席お願いします。盛り上げて中岡年度にバトンを渡したいと思います。 

 
 

ニコニコ箱  

           宇治田 堅三 幹事 
 

 

① 3 件事務局に届きました文書を各テーブルに一部置いています｡ご一読頂き､御入用 

の方はお持ち帰り下さい。 ・ハイライト米山２１９  

・和歌山新報 6 月 16 日(土)掲載「薬物乱用防止！ダメ｡ゼッタイ｡」企画広告  

社会奉仕より協賛 

・ポリオプラス日本担当の小沢 RI 元理事よりの文書「英国のポリオサバイバーの実話 

を描いた映画「ブレス しあわせの呼吸」が 9 月 7 日に日本で公開されます｡この機会 

に国際ロータリーが配給元の KADOKAWA と調整し、本編 HP や予告編、ポスター、ちらし等に協力 

者としてロータリーと END PORIO NOW のロゴを表示頂いています。チケットやポスターの問い合 

わせは日本事務局までお問い合わせください。」 

② 和歌山南 RC 電話・ＦＡＸ番号変更のお知らせ 

7 月 2 日(月)より電話０７３-４２３-８８２２、ＦＡＸ０７３-４２３-８８２１ 

③ 来週、最終親睦夜間例会は 27 日(水)から 30日(土)に変更ため、休会です。 
 

幹事報告  

ロータリー財団  

米山記念奨学会  

 

「表 彰」ロータリー財団 
 

ポール･ハリス･フェロー   

中谷 敬子会員 
             



 

 

 

 
 

例会(プログラム･出席担当)委員会  委員長 竹中昭美  副委員長 平 平治 
  

＊上半期活動報告 

〇 2640 地区 岡本 浩ガバナーの公式訪問。 

〇 2640 地区 大山典男ガバナー補佐の卓話・クラブ協議会。 

〇 クラブフォーラム 

・会員増強委員会  2640 地区会員増強・維持委員会      

小池佳士副委員長「地区から見た会員増強について」 

・会報（広報・雑誌担当）委員会 2640 地区会報（雑誌・公共イメージ委員会  

近藤徳雄委員長）「ロータリーを再ブランド化できるか」 

・米山記念奨学会委員会 Phan Quynh Uyen（ファン・クィン・ウィン）様 

・ロータリー財団委員会 山本唯二会員（2640地区 財団資金推進小委員会委員長） 

〇 外部卓話 

・「生活習慣病になりにくい生活習慣病とは？」和歌山県立医科大学准教授   川邉哲也様 

・「私の絵について」                             画 家     小川泰弘様 

・「最近の安全保障環境とこれからの日本の防衛」自衛隊和歌山地方協力本部 錦織 誠様 

・「腰痛予防」             医療法人天竹会理学療法士      中村玲雄様 

・「我が国の人口形態の現状」（株）三井住友銀行和歌山法人営業部部長     上田孝典様 

〇 会員卓話 

・皆出席表彰者代表   平 平治会員  辻本圭三会員から一言 

・会員卓話       鯨 拓也会長  太田豊隆会員  山田さち子会員 

〇 ＩＤＭ発表 ロータリー情報規定委員会 

①これまでの社会奉仕活動を振り返って､我々が今後考えていくべき奉仕活動とはどのようなものか？ 

②これまでに行ってきた青少年奉仕活動を前提として、今後、青少年奉仕活動について我々が取り組ん 

でいくべき課題、あるべき姿とはどのようなものか？ 

〇和歌山東南ロータリークラブの上半期修正出席率は、2017 年 7 月…89.03％、8 月…86.30％、 

9 月…87.94％、10 月…87.73％、11 月…88.63％、12 月…88.69％です。 

＊下半期活動報告 

○ クラブフォーラム 

・職業奉仕委員会  市川委員長 

・社会奉仕委員会  赤在委員長 

・国際奉仕委員会  外部卓話     和歌山大学国際学生部門 教授  長友文子様 

・青少年奉仕委員会 外部卓話  社会福祉法人 虎伏学園 児童養護施設 

つつじが丘学舎主任指導員 杉本紀子様 

○ 外部卓話 

・「特殊詐欺の現状について」       和歌山東警察署 警務課 課長 小西慶幸様 

・「47 周年記念例会」                    宮井愛子様のピアノ演奏 

・「和歌山市の街づくり道路行政」          和歌山市議会議員  尾崎方哉様 

・「紳士・淑女の振る舞い」   作楽和子インターナショナルマナーズ代表 作楽和子様 

・「チャリティー寄付金授与」神戸大学付属病院内分泌外科特命准教授 

           診療外科部長 谷野裕一様 

・「ダイバーシテイの推進と新事業への推進」菱岡工業株式会社 代表取締役 岡田亜紀様 

・「唱歌の学校」                        声楽家 久保美紀様 

・「和歌山スポーツ伝承館について」ＮＰＯ法人和歌山スポーツ伝承館 館長 江川哲司様 

・「未来のメジャーリーガーを育成する為に今しなければいけないこと」 

元広島東洋カープ 井上紘一様 

○ 会員卓話 

・「戌年生まれの卓話」中岡会員 山縣会員 竹中 

・「新入会員卓話」坂本会員 田伏会員 

○ ＩＤＭ発表 ロータリー情報規定委員会 

③ 今後の東南ロータリーにおける会長候補者の確保について 

④ 会員増強への取り組みについて 
 

 

｢ 年 間 活 動 報 告 ② ｣  各 委 員 会 



 

〇和歌山東南ロータリークラブの下半期修正出席率は、2018 年 1 月… 88.50％、2 月…88.70％、 

3 月…88.88％、4 月…88.98％、5 月…88.84％です。 

以上  

例会の出席率向上に繋がる魅力あるプログラムを提供するにあたりまして、下半期は女性の卓話者に

よる卓話の機会を設け、より充実した例会を開催させていただくことができたと思っております。 

例会出席率 90％を目標にしておりましたが、もう一歩及びませんでした。例会に出席することにより、

新しい情報や知識が得られます。人間性が豊かになり、会員相互の親睦も図れます。出席できない理由

も色々おありかと存じますが、会員一人ひとりがご自分の置かれた立場を認識することで出席率の向上

に繋がるのではないかと思います。 

一年間、会員の皆様のご協力に感謝申し上げます。ありがとうございました。 
 

 

 

社会奉仕委員会  委員長 赤在依美  副委員長 郷間博敏 
 

今期社会奉仕委員会活動方針は地域社会の方々と活動・感動できるような社会奉仕

活動を実践する。ということで活動計画の一つは公共の場所に花を植えるでは、市内

9 クラブ共同事業の和歌山駅前花壇の花の植え変えを致しました。 

また、2 月 16 日には和歌山県民文化会館小ホールに於きまして『がん検診の啓発

とチャリティーこころのコンサート』を開催させて頂き、ロータリー財団、和歌山県

より補助金、和歌山市保健所の協力、企業様よりのご寄付等を頂き無事に終えること

が出来ました。又、会員の皆様より頂いたご寄付とご来場いただいた皆様からのご寄

付合計をトリプルネガティブ乳がんセンターへ寄付が出来ました。参加いただいた皆様からも共感、感

銘のお言葉を沢山頂き『ロータリーの友』6 月号の「ロータリーアットワーク」へ掲載頂きました。 

最後に公演に際しまして会長幹事をはじめ社会奉仕委員会の皆様、会員の皆様のご協力ご支援本当に有

難うございました。 
 

 

 

ロータリー財団委員会  委員長 平 平治  副委員長 中板国夫 

  

ポリオ撲滅活動の情報をロータリアンや地域社会の人々に広く伝えて募金活動をし

てきました。 

地区補助金の活動としては、社会奉仕委員会の「がん検診啓発とこころのコンサート」

の活動に地区補助金を使用させてもらいました。財団月間には 2640 地区財団資金推

進小委員会 山本委員長に地区補助金の活用方法等をお話ししていただきました。 

 2017-2018 年度 5 月までの財団送金額は$7,810 です。 

 

 

 

青少年奉仕委員会  委員長 楠見珠緒  副委員長 有本隆行 
 

会員の皆さまには一年を通し温かい支援へのサポートありがとうございました。 

本年度向陽高校奨学生は、1 人の辞退がありましたので 5 名となり、会長、幹事にご

同行願い四回に渡り奨学金を各自に手渡し 日々の頑張りを応援してきました。 

とらふす学園支援としましては 夏祭りとクリスマスツリー点灯式に会長、副委員長と

共に出向き 支援寄付金をお届けしてきました。特にクリスマスツリー点灯式では 先

生方、及び生徒のみなさんより温かいおもてなしを受け 当クラブからの支援に心から

の感謝を頂きました。 

和歌山市軟式野球連盟学童部東支部によるクラブ旗争奪野球大会の開会式閉会式に

は多くの会員の方々のご参加を頂き 今年も賑やかにかつ安全に開幕、閉幕を済ませることができまし

た。 

先月(5/９)クラブフォーラム 青少年奉仕員会では とらふす学園現場で 生徒たちをご指導されている

担当教諭の方に例会卓話を頂き、より一層皆様の支援を身近に感じて頂けたかと思っています。 

特別な大きな支援より 少しずつでも変わらぬ長い支援の大切さを感じた一年間でした。会員の皆さま

には支援への温かいご理解とご協力頂けましたこと 感謝致します。 

 



会報(広報･雑誌担当)委員会  委員長 籠田 弘  副委員長 山口幸也 
 

 

１）週 報 

会員の方々がロータリー情報を共有することでより一体感が増すようになればと思い、「週報」を 

親しみやすいように写真を多用するよう事務局の渡辺さんにお願い、大変なご協力を頂きました 

２）広 報 

１：鯨会長のもと、当クラブの新しいホームページを作成、フェイスブックともリンク、会員方々他 

のクラブの皆様にもより一層早く当クラブの情報を得られるようになりました。ご活用下さい 

２：2017.8.30 日に開催されました市内 9 クラブとマスコミ各社との木潮会にて、当クラブの事業予 

定提示（2 月予定のガン検診啓発、3 月予定の当クラブ杯争奪学童野球）への取材を要請しました 

３：2018.2.16 日（金）社会奉仕委員会が主導して実施された「ガン検診とこころのコンサートのチ 

ャリティー」のために 2018.1.30 日和歌山放送、2018.2.13 日ラジオ関西が事前に放送を行って 

くれました。 

３）雑 誌 

１：ロータリーの友（2017.10 月号）に「たま電車に 4 か国語の図書寄贈」（土屋一博）会員投稿の 

記事が掲載され、2018.1 月号の「声」欄 アゼリアＲＣ（小坂 知氏）から「訪日客支援の取り 

組みに感動」袋井ＲＣ（山田武男 氏）から「地域にも来訪者にも優しく心温まる取組を知りまし 

た」との感想文も掲載されました、反響大！！ 

２：ロータリーの友（2018.6 月号）ＲＯＴＡＲＹ ＡＴＷＯＲＫ欄にガン検診啓発とこころのコン 

サート」の記事が掲載されました 

            一年間のご協力有難うございました 

 
 

 

職業奉仕委員会 委員長 市川正夫 副委員長 島本昌幸 
 

職業奉仕委員会は、ロータリークラブの定款第 5条の目的の第 2 に掲げられていることからもロータ 

リーの根幹であるものと思ってます。 

 委員会としては、クラブ会員一人ひとりが職業上の手腕を今よりも更に社会のために役立てて頂きた 

いと思います。 

 ロータリーの行動規範にあるように高潔さと高い倫理基準をもって会員各自で実践して頂ければ職 

業奉仕委員会の目的は達成できます。 

 １月の「職業奉仕月間」に合わせてクラブフォーラムを開催しました。主に、企業倫理について発表 

させていただきました。クラブフォーラムの内容については、本年度「第２５回」週報に掲載してお 

りますのでご確認ください。 

 

 
 

会計  委員長 小林一三  副委員長 山口幸也 郷間博敏 
 

奉仕会計 2018 年 7 月～6 月 19 日 現在の報告をいたします。 

≪収 入≫ 合計 1,985,572 円 誕生日･結婚祝い、皆出席、ニコニコ箱、利息、 

≪支 出≫ 合計 1,059,236 円 「職業奉仕」 0 円、「国際奉仕」 0 円、 

「社会奉仕」 450,800 円 ・JR 花壇 花の植え替え分担金 ・障害児者家族のつながりを広める文化 

祭支援  ・こころのコンサート ・ダメ。ゼッタイ。薬物乱用企画広告費 和歌山新報  

「青少年奉仕」205,000 円 ・虎伏学園夏祭りご祝儀 ・軟式野球東支部納会ご祝儀 ・虎伏学園ｸﾘｽﾏ 

ｽﾂﾘｰ点灯式 御祝儀 ・和歌山市軟式野球東南 RC 旗争奪大会支援  

「記念品」402,896 円 ＜お誕生日（本人 ﾜｲﾝの玉手箱、配偶者 粟玄）･結婚記念日お祝い（桜花園）） 

＜皆出席表彰 20 名分＞、通信費（振込手数料）   

 

 

会場監督  委員長 塩﨑和仁  副委員長 赤在依美 鯵坂恒夫 
 

例会の進行にご理解、ご協力を頂きありがとうございました。 

初めは、早口でお聞き苦しい点も多々あったと思いますが、後半はなるべくゆっくり

話すように心がけました。 

１年間ありがとうございました。 
 



 

『 ＲＩのマイロータリー登録のお願い 』 中岡会長エレクト 
 

次年度、地区よりＲＩのマイロータリー(My Rotary)の登録要請が来ています。 

これは会員様ご自身での登録作業となり、メールアドレスでの登録となります。 

登録方法は後日事務局よりメールさせていただきます。 

パソコンでメール等をされている会員様は是非ご協力をお願いします。 

和歌山東南ロータリーの現在の登録率は１０％です。 

よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 
  


