
 

 

前 回 の 報 告 （ 第 ８ ５ ９ 例 会 ）  

開 催 日 平成３０年６月２０日（水） 

点鐘 大 浦 会 長 

ソング「それでこそロータリー」 

 

●会長の時間 

 

皆 さんこん

ば ん は、

本日もご出席あ

りがとうござい

ます。 

 本日は、各委

員会活動報告で

す。各委員長様よろしくお願いいたします。 

 

 今週月曜日、朝から大阪府北部を震源とする地

震が発生し交通機関の乱れによって仕事等に大き

な混乱がありました。皆さん影響や被害は無かっ

たでしょうか!? 

 私は朝から大阪で仕事の打ち合せがあったので

すが、列車は止まっているし、発生直後は携帯電

話も通じなくて、日常当たり前に使えているもの

が使えなくなった時の不自由さを、改めて痛感し

ました。 

 

 和歌山県の主な地震津波災害について調べてみ

ました。 
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四つのテスト 言行はこれに照らしてから 

１．真実かどうか      
２．みんなに公平か 
３．好意と友情を深めるか 
４．みんなのためになるかどうか 

 和歌山気象台の情報では、紀伊半島沖では、

フィリピン海プレートがユーラシアプレートの

下に沈み込んでいるため、マグニチュード８ク

ラスの巨大地震が繰り返し発生しており、過去

には津波によって大きな被害を受けています。

また、和歌山市周辺は全国的に見ても地震活動

の活発な地域で、県の北部を東西に走る中央構

造線断層帯（金剛山東縁－和泉山脈南縁）を震

源とする大地震の可能性が指摘されています。

そして和歌山県に被害を与える地震は、南海ト

ラフ沿いに発生する巨大地震と、県内及び周辺

地域の地震に大別できるそうであります。 

南海トラフ沿いに発生する地震は、１００～１

５０年毎に巨大地震が発生しており、その都

度、地震動、津波両面で大きな被害が出ていま

す。 

一番新しいものでは、１９４６年１２月２１日

に発生した昭和南海地震（南海道地震）でＭ

８．０、震源地は紀伊半島沖。津波を伴ってい

て被害は中部地方から九州までに及んだそうで

あります。 

県内の被害は田辺･新宮･御坊･湯浅･周参見･海

南･串本で大被害が出て、死者195、行方不明

74、負傷561、家屋全壊2439、半壊966、家屋流

出316、浸水16818、全焼2399、その他多くの被

害が出たようであります。 

その前が１９４４年１２月７日に発生した昭和

東南海地震 Ｍ７．９で震源地は熊野灘付近で津

波を伴っていまして、被害は静岡県、愛知県、

    本日の
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岐阜県、三重県で大きかったそうで、和歌山県

でも被害が出たそうでありますが文献により被

害実数が違うそうです。 

和歌山県内の被害では勝浦町･那智町･新宮市･下

里町･大地町で大きな被害が出て、死者44、行方

不明5、重傷15軽傷4、住家全壊113、半壊290、

非住家全壊61半壊46、住家流出152、非住家流出

83、 床上浸水1132、床下浸水341、その他農業

被害漁業被害多数。龍神温泉(上の湯)の湧出量

減少等があったようです。 

その前が１８５４年１２月２４日の安政南海地

震、その前が１８５４年１２月２３日の安政東

海地震、その前が１７０７年１０月２８日の宝

永地震（南海･東海地震）で有るそうでありま

す。 

時期でいうと１０月から１２月に発生が集中し

ていて、大きいのが発生すると連続する可能性

が非常に高いのがよく解ります。 

又、県内及び周辺地域の地震では１９５２年７

月１８日の吉野地震でＭ６．７、和歌山県では

震度４ 壁や塀の崩落や道路に亀裂が入ったそう

であります。 

その前が１９４８年６月１５日の日高川地震、

Ｍ６．７、震源地は和歌山県中部で、西牟婁郡

富田川沿いで被害が大きかったそうで、死者1、

家屋全壊4、半壊33、道路崩壊579、橋落下2、そ

の他被害があったそうであります。 

 

 最近、テレビ等で南海トラフ地震についてよ

く耳にすることがあります、ご家庭でも家の中

で被災しないために、家具の置き方の工夫や、

食料･飲料の備蓄、非常用持出バックの準備等を

しっかり行い、家族同士の安否確認方法や避難

場所、避難経路をはっきりしておくのも大切で

有ると思います。 

 

 ロータリーの話に戻りまして、ハイライトよね

やま Voi219が届いています。中々皆さんにハイ

ライト米山を御紹介する事がありませんでした

ので、紹介させていただきたいと思います。 

よねやま親善大使 退任式･任命式の記事が出て

います。7月から第3代親善大使3名が2年の任期

で活動を開始するそうで、地区の米山記念行事

などに呼んで頂けたらとのことです。 

理事会報告では2019学年度奨学生採用数は850人

と前年比30名の増員となっています。 

又、寄付金速報では5月末現在前年度と比べて

8500万円(6.5％)増で2年ぶりに14億円を越える

ことがほぼ確定したようです。 

最後に韓国米山学友会、帰国学友歓迎会開催の

記事と、2月4日に開催されました、よねやま財

団設立50周年記念式典報告書･記録DVDがまもな

く完成の記事が出ていますのでご一読下さい。 

以上で会長の時間を終わります。ありがとうご

ざいました。 

２ 

 

●幹事報告●  

辻元正成君 

〇報告事項 

１．例会変更

（掲示） 

２．6月18日地

震の被害の件 

３・２０１８

年ガバナ事務

所より、地区の活動報告の提供お願い。 

４．和歌山スポーツ伝承館について「卓話」依頼 

回覧  

 

南良暢君 

〇6月17日 会

長エレクト会議

出席報告。 

地区スローガン 

「ロータリーク

ラブを楽しも

う」 

My Rotaryのア

カウント登録の留意点。事務局にリストアップ 

 

 

●出席報告● 

 

梅本茂樹君 

 

 

 

 

 

 

●ニコニコ箱● 

大浦輝彦君：みなさんこんばんは、大雨ですがみ

なさん大丈夫でしょうか？各委員会報告よろしく

お願いします。 

辻本正成様：本日は委員会報告よろしくお願いし

ます。 

上野祥弘様：各委員会委員長の皆様1年間お疲れ

様でした。 

前任様：本日は、活動報告です。皆様1年間御苦

労様でした。 

 会員数 出席者数 出 席 率 

本日の出席 １６名 １３名 ８１.２５％ 

６／２０ １６名 １４名 ８７.５％ 

有田２０００ロータリークラブ 会報 



 

 

●委員会報告● 

会場監督 

    Ｓ Ａ Ａ  上田 益稔 

    副ＳＡＡ  梅本 茂喜 

          前   任 

 会長の方針に基づき、各委員会と連携を取り

充分な準備をしてスムーズな運営を目指したい

と考えます。また、会員相互の親睦が深まるこ

とはもちろん、お越しになるゲストやビジター

に失礼の無い、節度ある例会の開催に努めたい

と思います。 

さらに、ニコニコ箱へ協力もいただけるよう努

力したいと思います。 

永石さん、副SAAの梅本・前さん始め皆様に助

けて頂きSAAを1年させて頂くことができました 

 

副会長 

          副会長 寺村公博 

会員の職務ならびに会の運営を勉強させてい

ただきました。大浦会長の当クラブに対する献

身的な取り組みは大変勉強になりました。 

 

１．クラブ奉仕委員会                 

 
 クラブ奉仕部門に関する各委員長が、それぞ

れの委員会活動をしっかりと実践していただい

たので、充実したクラブ奉仕が出来たと思いま

す。 

 

（ａ）会員担当委員会 

 

委員長  

 吉水 志朗 

副委員長 

 永石 睦巳 

 

１．残 念 に

も、今 年 も 退

会者を防止出

来なかったことに痛恨の極みである。 

２．職業分類に「醤油醸造業」の欄を増やした

ことに聊かの希望の光が見えた。  

委
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（ｂ）会員増強委員会 

          

委員長  

川島 信治        

副委員長 

吉水 志朗 

 

本 年 度 は、

当委員会では次

年度の創立２０

周年に会員２０

名を目指して活動してきました。増強の面では浦

﨑君が入会して頂いたのですが、残念な事に２名

の退会者を出してしまいました。次年度の会員増

強委員長様には増強は勿論の事、退会者防止にも

力を尽くして頂きたいと思います。 

 

（ｃ）週報委員会 

                   
委 員 長 南  良暢                         

副委員長 下林 善信 

週報は、永石会員のご尽力もあり写真掲載の精

度が向上し、誤字脱字の校正に努めました。移動

例会の週報では、写真掲載だけの報告にならない

ようコメントを添えてお伝えしました。 

「ロータリーの友」の内容紹介においては、皆

様方に関心を抱いていただき、より深くロータ

リー活動を知っていただけるよう記事の選定や伝

え方を私なりに努めさせていただきました。また

「ロータリーの友」に私のコメントが一度は掲載

されることを目標に投稿させていただき達成する

ことができました。 

 

（ｄ）例会活動委員会 

出席              

                         

副委員長  

梅本 茂喜 

 

前期 

（7～12月） 

１７人×２３

回（例 会 数）

＝３９１人 

例会出席者数＝２９２人（欠席者９９人） 

出席補てん者数＝４５人 

➀例会出席２９２÷３９１＝７４．６％ 

②出席補てん後出席率３３７÷３９１＝８６，

１％ 

③出席補てん率４５÷９９＝４５．４％ 

出席補てん方法が多様化している昨今、メー

キャップ率の向上をもっと目指してほしい。 

出席率は、大変よくなっていますが、出来れば休

まれた時は、他のクラブの例会で補填して頂きた

有田２０００ロータリークラブ  会報 



 

 

たい。出席率が５０％台の日が５回あり、外部

卓話の方の日が多かったのが、残念で申し訳な

かったです。 

 

例会プログラム                        

委員長  前  任 

副委員長 寺村公博 

 

 魅力ある例会を開

催できるように、会

長方針や強調月間等を考慮した充実した内容

での企画を出来なかったと委員会としては感

じており、申し訳なく思っております。しか

し、卓話者の紹介や例会の企画に関して、会

長・幹事を始め会員各位に多大な尽力を頂

き、クラブ全体での例会プログラムが遂行で

きたことに感謝しております。 

 

（ｅ）会員親睦委員会 

委員長 上野祥弘 

 

会長の方針に基づ

き、3月17日相撲観戦

例会、4月4日花見例

会、浦 﨑 君 の 歓 迎

会、クリスマス例会

等を企画の上開催致

しました。出席率の高い親睦会となりました。

一年を通じてお誕生日祝い、卓話者の紹介等、

例会での担当者委員会としての活動も行いまし

た。今年もより会員相互の親睦を深めることが

出来たと思います。 

 

２．職業奉仕委員会 
委員長  永石睦巳 

副委員長 寺村公博 

 

職業奉仕に何かつ

ながることはないか

と考え、顧客満足を

テーマにファンがで

きる仕組みづくりを

紹介する卓話を行いました。自分の仕事につい

て職業倫理を高め何ができるかを考える1年に

なりました。ロータリーの活動とは職業奉仕に

尽きるということを発見した年でもありまし

た。 

 

３．社会奉仕委員会 

委員長  樋口  明 

副委員長 上野 祥弘 

 

 継続事業として、有田川町ふれあいキャンプ

への参加・協力、広川町白木海岸清掃の実施、
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有田川町駅伝大会のサ

ポートおよびメダル寄

贈、広川町立小学校へ

の図書寄贈、および、

わんぱく相撲への協賛

を行いました。 

 また、本年度はRI会

長活動方針のひとつである植樹を藤並駅

東口広場で行いました。 

   

４．青少年委員会  

委員長  梅本茂喜 

副委員長 下林善信 

 

7月14日ふれあいキャ

ンプに参加、花の苗を配

布しました。 

3月4日有田川駅伝大会の

スタッフとして大会をサポートしました。 

5月18日南広小学校への図書の寄贈を致しました。 

 

５．国際奉仕委員会 
委員長  芝 毅 

副委員長 上野祥弘 

 

 本年度国際奉仕委員会

は、地区との活動もあま

りなく残念な一年でし

た。今後の活動に期待し

ます。 

 

（ａ）ロータリー財団委員会 
委員長  平松一彦 

副委員長 梅本茂喜 

  

 財団とクラブの関係性が遠く、活動もかけ離れて

いるため、寄付要請も補助金要請も進めませんでし

た。 

 

（ｂ）米山奨学会委員会 

委員長  寺村公博 

副委員長 下林善信 

 

 米山記念奨学生のアマル 

ジュリアン君（フランス出

身）、智  敏（チ  ビン）

さん（中国）に卓話して頂き、日本文化や歴史に触

れながら大学生活を送られていることを感じまし

た。またアルバイトをしなくてもいい金額を、米山

記念奨学会より頂き専攻に集中できたことや、例会

に参加させていただき光栄だと思っているなど、

様々体験談を聞くことができました。           

 

●閉会点鐘● 大浦会長 

  ★★★各委員会委員長一年間お疲れ様でした。 

有田２０００ロータリークラブ  会報 


