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ガバナー補佐 植田英明様をお迎えして 

 
 

会長：山本佳弘  幹事：山本純也  会報委員長：赤堀哲也 

                     事務所：〒646-0029 田辺市東陽 1-1 闘雞神社会館内 

田辺はまゆうロータリークラブ TEL0739-26-6181 

例会場：〒646-0029 田辺市東陽 1-1 闘雞神社会館 TEL0739-22-0155 

                       創立年月日：1992 年 1月 21日 例会日：毎週火曜日 18：30～ 

 ＵＲＬ：http://www.aikis.or.jp/~t-hamayu/ E-mail:t-hamayu@vm.aikis.or.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               山本佳弘 

田辺市のコロナ蔓延にあたり気になり自分なりに調べてみました。8月 1日から 8月 30日までのデーターになりますが、

表と睨めっこでカウントミスも在るかと思いますが、以下が数値です。発生数 209名、県外カウント 6名（和歌山市 1） 

80代 2名、70代 3名（重症者 2名）60代 8名（無症状 2名）、50代 33名（無症状 1名）、40代 33

名（無症状 2名）、30代 26名（無症状 2名）、20代 64名、10代 35名（無症状１名）、乳児・幼児 5名

（無症状２名）、ニュースで言う程の重症者がいないのには驚きました。ほとんどが症状安定です。8月 17日までは症状

安定の記載がありましたが、増えてからは症状安定に記載がなくなりました。クラスター関連は、73例目クラスター15名、

75例目クラスター7名、81例目クラスター1名、但し家族はクラスターには計上しないようです。無症状が少ないのには驚

きですが、逆に異常があれば早めの診察をお願いします。調べて安心と言うわけでは無いですが、今後とも感染予防を確実

にして生活して頂きたいと思います。 

   

 

 

 

出席報告   (第 1346回)          

 

 

ゲスト 

ガバナー補佐 植田英明様 

会員数 出席免除 欠席者 出席率 

27名 1名 0名 100％ 

本日のロータリーソング 

君が代 四つのテスト 

Today’ｓMeeting 

2021 年 9 月 7 日（火） 

ガバナー公式訪問 

豊岡 敬様 

 

 

 

 

 

      

 

クラブテーマ 
2021-22年度 RI会長 

シェカール・メータ 

第 2640地区ガバナー 

豊岡  敬 

2021-22Weekly Bulletin 

Next Week’ｓMeeting 

2021 年 9 月 14 日（火） 

未定 

 

 

幹事報告 

例会変更 

〇和歌山北 RC  

9/6（月）→新型コロナウイルス感染症拡大防止の為取りやめ 

9/20（月・祝）→休会 

(幹事報告のつづき) 

〇和歌山中 RC   

9/3（金）～17（金）→新型コロナウイルス感染症拡大防止の為

取りやめ   

9/24（金）→休会 

〇和歌山南 RC  

9/3（金）・10（金）→新型コロナウイルス感染症拡大防止の為

取りやめ 

〇有田 RC  9/16（木）・23（木）→休会 

〇田辺東 RC  

9/1（水）～15（水）→新型コロナウイルス感染症拡大防止の為

取りやめ    

9/22（水）→休会 
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（幹事報告のつづき） 

〇田辺 RC   

9/2（木）→新型コロナウイルス感染症拡大防止の為取りやめ  

9/9（木）・23（木・祝）→休会 

〇白浜 RC  

9/3（金）・10（金）・17（金）→新型コロナウイルス感染症

拡大防止の為取りやめ  

9/24（金）→休会 

〇那智勝浦 RC  

9/2（木）・9（木）・16（木）→新型コロナウイルス感染症

拡大防止の為取りやめ   

9/23（木）→休会 

配布 

○週報 1346 

〇ロータリーの友 9月号 

回覧 

〇米山梅吉記念館 館報 秋号 

〇「日本ロータリー100周年ビジョンレポート 2020（資料編）」

入手方法について 

〇県民の皆様へのお願い（令和 3年 8月 25日） 

〇ROTARY9月号 

 

 

 

ZOOM 併用例会（2 回目）の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プログラム 

「ガバナー補佐から見た 2640 地区」         

第一分区 ガバナー補佐 植田英明様 

 

こんばんは、本年度 2640地区分区 1組のガバナー補佐

の植田英明です。 

本日は、例会の貴重な時間を頂きご挨拶申し上げます。 

まず初めに、田辺はまゆうロータリークラブ様の創立 30周

年、本当におめでとうございます。これまでの会員の皆様のご

活動、ご活躍に改めて敬意を表します。 

9月 7日の豊岡敬ガバナーの公式訪問に先立ちクラブ協

議会に出席をさせていただきたく参りましたが、新型コロナ感染

症の為時短例会ということで、山本佳弘会長より「ガバナー補

佐から見た 2640地区」について話してくれないかとご依頼が

ありました。会長のご依頼には沿わないかわかりませんが、話を

させていただきます。 

私は、田辺ロータリークラブに入会して 28年になります。貴

クラブの菅根さんと同じ年度（2016-2017）に田辺ロータリ

ークラブの会長をさせていただきました。 

今年度は分区 1組のガバナー補佐をさせていただきます

が、これまでメイキャップしたことがあるのは、田辺はまゆうクラブ

様と田辺東クラブ様それも 10数年前のことで、ほかの 4 クラ

ブは例会場所も知らないというのが現状でした。補佐訪問の

前に 1組のクラブの例会に挨拶を兼ねコロナ禍ではありました

が、出席させていただきました。各クラブの雰囲気が少しですが

分かったように思います。皆様それぞれに地域への提言を行い

また各種奉仕活動をされています。課題としては、ほとんどのク

ラブで会員数の減少、会員増強ということでした。また昨年か

らはコロナ禍での活動を模索されていました。 

 

今回は ZOOM がうまく繋がらず、原因を究明中・・・ 

その様子を見守る菅根君とチャーターメンバーの樫木君 
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本年度シェカール・メータＲＩ会長のテーマは「奉仕しよ

う みんなの人生を豊かにするために」 、2640地区の

豊岡 敬ガバナーのテーマは「広げようロータリーの光

を！」です。そして田辺はまゆうロータリークラブ 山本佳

弘会長のテーマは「絆を紡ぐ」。短い言葉に会長の思い

が詰まった素晴らしいテーマだと思います。奉仕の理念で

繋がったロータリークラブやロータリアンがその活動を通じ

て、絆を紡いでいく、そしてその絆が大きく広がっていく。戦

略計画室・ロータリー情報委員会で、クラブの将来のビジ

ョンを描きそれに沿った目標と行動計画を立てるとありまし

た。1組で戦略計画室を設けているクラブはまだ少ない

です。 

私も会長年度、様々な事業・奉仕活動を積極的に

行うことで充実感や達成感を味わうことができまたメンバ

ーとの深い連帯感のなかで、自分自身を成長させてもら

ったことを実感しました。活動を通じて多くの方との繋がり

も持つことが出来ました。4 つのテストにあるロータリーの

行動指針は、個人生活・職業・社会活動においても、

奉仕の理念を実践する上での基礎と思っています。ロー

タリアンとして内外の活動を通じてお互いに成長でき、思

い（理念）を共有できればそんな繋がりが広がれば素

晴らしいと思います。 

山本佳弘会長におかれましては、コロナ禍の中様々

な制約もあるとは思いますが健康にご留意されこれまで

のご経験のもと存分に力を発揮され、田辺はまゆうロー

タリークラブ様が今後ますます発展繁栄されますことを祈

念いたします。 

 

 

 

 

ニコニコ箱 

ガバナー補佐 植田英明様   

お世話になります。本日よろしくお願い致します。 

山本佳弘   

今日は本来ならクラブ協議会で計画発表でしたが、今回は植

田ガバナー補佐に無理を言って、ガバナー補佐から見た地区のお

話しをと依頼しました。植田ガバナー補佐、客話宜しくお願い致

します。 

山本純也   

植田ガバナー補佐、本日は大変な時期にお越し下さいまして

ありがとうございます。卓話よろしくお願い致します。 

杉山竜二  

 昨日、初孫が産まれました。おじいちゃんデビューです。本日は

植田ガバナー補佐様よろしくお願いします。 

樫木秀行   

植田様よろしくお願いします。 

菊池正紀  〃 

光吉直也  〃 

菅根 清  

 本日は植田ガバナー補佐様、ありがとうございます。世間では

人数は減っているのに、田辺では盛り上がっています。困ったもの

です。 

辻 諦淳  

 「おもいっきり暑い」です。この暑さの中で必死で頑張っているバ

ラリンピックアスリートのすごさには、頭が下がります。植田英明ガ

バナー補佐様、ようこそお越し下さいました。よろしくお願い申し上

げます。 

矢田篤司   

早退お詫び申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会席 


