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友洋 会長

皆様、こんにちは。
先ほど、和歌山市文化振興課の方から「和歌山城ホール寄附」のご案内をいただきました。寄付とは、
広い意味で他人のためにお金を使うことですが、「他人のためにお金を使うことで幸せが増える」とい
うことが海外で行われた複数の心理学実験で明らかになっているそうです。
数ドルを自分のために使うグループと、他人のために使うグループに分け、その幸福感を調べた実
験では、ほとんどの人が他人のために使うほうが幸福感が得られるという結果になったそうです。ふと、ふるさと納税
で高価な蟹やマンゴーを受け取って幸せになったという話を連想してしまいましたが、これはまた別の話ですね。
さて、和歌山城ホールですが、実は私も片岡副会長と一緒に寄付させていただきました。寄付したあと、片岡さんは「気
持ち良かった！」とおっしゃっていました。
銘板のお名前を、お子さんやお孫さんが見られたら、きっと嬉しいんじゃないかなと思います。クリスマスシーズン、
皆様も地域へのプレゼントとして検討されてはいかがでしょうか？

幹 事 報 告

亀田

直紀 幹事

皆出席表彰

◦和歌山東南 R.C.より創立50周年記念
ゴルフコンペのご案内が届いております。
2021年3月20日（土・祝）
於国木原ゴルフ倶楽部
参加費用／10,000円
◦2640地区ガバナー事務所より、クラブ例会について
のアンケートの集計表が届いておりますので回覧します。
◦こばと学園だより… …………………………………回覧

内畑

瑛造さん

お め でとうござ い ます

卓話「ニューノーマル時代に向けた和歌山大学の取り組み」

和歌山大学 学長 伊東千尋さん

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、日常がコロナ以前（Pre Corona）からコロナ後（Post
Corona）に変化し、ニューノーマル時代を迎えようとしています。Post Corona 社会では、
「移動、ミーティ
ングの抑制」
、「集中から分散へ」
、そして「余裕を楽しむ」
、の三つのキーワードに集約されるパラダイ
ムシフトが起こると考えられます。この結果、「地方の活用」
、「個の活用」
、「DX の活用」の三つが進み、
地方復権の時代の到来が予見されます。このニューノーマル時代を迎えるには、「共創」が大切となりま
す。和歌山大学は、ニューノーマル時代を迎えるにあたり、リカレント教育を含む次世代高等教育の展開、共創をベース
とした地域連携、グローバル展開を進めています。
地域連携においては、令和2年4月に紀伊半島価値共創基幹を発足させ、これまでの大学シーズ展開型の地域連携から、
地域との共創により地域価値を生み出し、高める活動へと変化させました。
グローバル展開においては、“WU International”を立ち上げ、オンラインで海外の提携大学の教室とつないだ講義と学
生交流、Webinarを用いた研究展開をすでに開始しています。ICTを活かすことで、持続可能（Sustainable）で、どの国

❶ 真実かどうか

❷ みんなに公平か

❸ 好意と友情を深めるか

❹ みんなのためになるかどうか

❶ 真実かどうか

❷ みんなに公平か

からも参加しやすく（Accessible）
、誰にでも手がとどく（Affordable）
、そして柔軟（Flexible）な国際連携コミュニティー
を仮想空間に実現できます。
さらに、ニューノーマル時代では貴重になる実体験を海外の学生に提供する日本での短期滞在研修プログラムを、日本語、
日本文化、日本社会を学ぶプログラムとして開発し、地域の自治体、公共機関、企業、民間団体と一緒に、和歌山のグロー
バルな価値を共創していきたいと考えます。
また、学生の主体的な学びの観点から、アントレプレナーシップ教育に取り組み、ビジネスプランコンテストで入賞する
学生を出すなど着実に成果を上げていいます。和歌山大学は、地域と「共創」することでニューノーマル時代での役割を
果たして参ります、本学の活動にご理解、ご支援をいただきたく、お願い申し上げます。

2020～2021年度
出席者
議

樫畑友洋、
赤井雅哉、
瀧川嘉彦、
片岡聖佳、
亀田直紀、
北浦康臣、
山本進三、
上中崇司、
奥村申二、
乾敦雄、
木下智仁、
吉田篤生

題

議事録作成者

① 和歌山北クラブとの合同夜間例会修正予算（案）承認の件
…………………………………………………………… ［承認］
②「RI細則7.030.に基づくクラブ投票のお願い」への投票承認の件
…………………………………… ［賛成票にて投票として承認］
③ 浄水器寄贈プロジェクト現地贈呈式開催見送り
（案）承認の件
…………………………………………………………… ［承認］
④ 新入会プロセスに関する文書改訂（案）承認の件……… ［承認］
※細則に準拠していない入会にまつわる文書群を添付の通り改
める。
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日 時 2020年12月10日 ( 木 ) 13：40～
場 所 ダイワロイネットホテル和歌山 4 F

第10回理事会議事録

報
告
案
件

① 新入会プロセスに関する文書の整備について
情報規定委員会より改訂文書の素案が示された後、理事各位から
の意見を取り入れた訂正がなされ、審議案件として処理した。
① 事務所移転に関するアンケート結果について
回収したアンケート及び口頭でヒアリングした内容を吉田委員
長より報告。
事務所移転について、
反対意見はなし。
引き続きクラブ戦略計委員
会で協議する。
以上
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伊東学長、本日はわざわざおこしいただ
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伊東さん卓話宜しくお願いします。
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和歌山大学学長伊東様、本日はご多忙
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本日SAA 代行させて頂きます。
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伊東学長様、ご来訪ありがとうございます。

伊東学長、本日の卓話よろしくお願いい
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片岡 聖佳さん

学長伊東千尋様、本日はよろしくお願い
します。

奥村 申二さん

〔皆出席表彰〕
内畑

瑛造さん

本日は48年の皆出席のお祝い有難うご

伊東学長、本日の卓話よろしくお願いし

ざいます。今後も健康に留意して出席し

ます。

たく思っています。

本日の累計…19,000円（計11名11件）〔お誕生日お祝い…150,000円 奥様花お礼…47,000円 皆出席表彰…15,000円 その他…662,000円 累計…874,000円〕

本日の例会 12月18日(金)18:30~ダイワロイネットホテル和歌山4F
■クリスマス家族会
■お誕生日お祝い
角谷 芳伸さん 12月12日、乾
敦雄さん 12月16日
竹村 克治さん 12月19日、山野 武彦さん 12月26日
山﨑
肇さん 12月26日、栗本 信行さん 12月28日
■ピアノ演奏
中井 利枝さん
ひいらぎかざろう
（讃美歌より）
ウィンター・ワンダーランド
（FELIX BERNARD）

次回の例会

12月24日(木)

■卓話「2021年経済見通しについて/
2640地区ローターアクト委員活動について」
当クラブ会員 上田 泰孝さん
前回の例会

12月10日(木)

■卓話「ニューノーマル時代に向けた和歌山大学の取り組み」
和歌山大学 学長 伊東 千尋さん
■ロータリーソング

加納

「和歌山市市歌」「四つのテスト」
国際ロータリー第2640地区 和歌山東ロータリークラブ 創立／1959年2月23日

研次 ソング委員長

例会場／ダイワロイネットホテル和歌山 〒640-8156 和歌山市七番丁26-1 TEL（073）435-3333・FAX（073）423-0057
会員数 和歌山市三番丁6三番丁ビル5Ｆ
42名（内出席規定適用免除会員8名）
事務局／〒640-8142
TEL（073）432-4343・FAX（073）432-4845
12月10日
（本日）
28名/38名
73.7%
例会日 木曜日ださい。
12時30分
皆さん、出席してく

出席報告
会報・広報・
Ｉ
Ｔ委員会／瀧川
孝義
玉置
加納嘉彦研次藤村出席委員長
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