
 
 
 
 
 
 
 

第 1631 回例会  

平成 22 年 9 月 27 日(月) 
12：30～ 海南商工会議所 4Ｆ  

 

１．開会点鐘       

２．ロータリーソング  「それでこそロータリー」 

３．ゲスト紹介   和歌山ダルク代表 和高 優紀様 

４．出席報告 

会員総数 68 名 出席者数 47 名 

  出席率 69.12％ 前回修正出席率 75.00％ 

 

５．会長スピーチ      会長 谷脇 良樹君 

みなさん、こんにちは。一

気に秋らしくなりました。色

んなことに最も良いシーズ

ンの到来です。本日はゲスト

卓話として、和歌山ダルク代

表の和高さんにお願いして

おります。この後宜しくお願

いします。 
９月 23 日に 2640 地区イ

ーストクラブのゴルフ大会

が御坊東 RC のお世話で紀南 CC でありました。この

2640 地区には東がつくクラブが７つあります。今回

は岸和田東 RC が欠席でしたが、他の６つのクラブ

（田辺東、御坊東、海南東、和歌山東、堺東、河内長

野東）のメンバーが参加して、一日楽しく友好と親睦

の日を持つことが出来ました。成績の方は団体３位と

いうことしたが、参加していただいたメンバーの皆様、

大変ご苦労さまでした。この会も回を重ねること 10
回目となりましたが、発足した時は丁度、平尾さんが

ガバナーのときでありました。それからですので、各

クラブの人たちとの友好が段々と濃くなり、特に二次

会というのですか、田辺東、御坊東、そして海南東の

３クラブはその後で一席を設けて楽しく語らいの場

を持っているのもこの会の特徴です。案外ゴルフより

その方が盛んかもしれません。 
今、IDM がクラブ組別に分かれてやってくれてい

ます。そのテーマは「出会い」ですが、まさに、その

出会いの場がこんな集まりです。 
既に、ご案内を出しておりますが、11 月６、７日

は地区大会です。特に７日の本会議には年に一度のこ

の地区最大の「出会い」の場ですので、万障お繰り合

わせの上で、是非、ご参加くださるようお願いを今一

度いたします。 
 
６．幹事報告        幹事 上野山 雅也君 
○例会臨時変更のお知らせ 

 和歌山東ＲＣ  10 月 7 日（木）→10 月 2 日（土） 

9:45～ 和歌山県民文化会館５階 ＩＭ３組 

 和歌山東南Ｃ  10 月 13 日（水）→10 月 15 日（金） 

18:30～ ダイワロイネットホテル和歌山 

（和歌山南ＲＣと合同例会） 

 和歌山南ＲＣ  10 月 15 日（金）→10 月 15 日（金） 

18:30～ ダイワロイネットホテル和歌山 

（和歌山東南ＲＣと合同例会） 

 岩出ＲＣ  10 月 14 日（木）→10 月 17 日（日）  

高野山大学 ＩＭ４組 

       10 月 28 日（木）→10 月 28 日（木） 

13:00～ 三洋エナジー貝塚㈱ 

 高野山ＲＣ  10 月 15 日（金）→10 月 17 日（日）  

高野山大学 ＩＭ４組 

       10 月 22 日（金）→10 月 22 日（金） 

ロータリー100 年の森林の除草及び整備 

○10 月のロータリーレート 

  １＄＝８４円 

 

７．委員会報告 

○国際奉仕委員会      委員長 山畑 弥生君 

 ＷＣＳ活動でフィリピン・セブ島に送る中古パソコ

ン、テレビ、ミシン等の収集を行います。皆さんのご

協力をお願いします。 

○新世代委員会      地区委員 阪口 洋一君 

海南・海南東ローターアクトクラブに 5人の新メン

バーの入会が決まりました。皆さん宜しくお願いしま

す。 

 

８．ゲスト卓話   和歌山ダルク代表 和高 優紀様 

 和歌山ダルクは薬物依存症者とその家族の回復支

援を行っています。ダルクは全国に７６カ所あり、

DARC はダルクと読み、D（ドラッグ）A（アデイク

ション--嗜癖）R（リハビリテーション）C（センター）

の略で、薬物依存症という病気から回復したい仲間の
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集まるところです。ダルクの目的は、薬物（クスリ）

をやめたい仲間の手助けをすることだけです。そのた

めに、この病気から回復した人たちがスタッフとなっ

て、毎日グループでミーテイングを行なうなどの活動

をしています。 
和歌山ダルクにおい

ては、残念ながら市や県

の補助が付かず活動を

維持していくのに大変

困難な状態が続いてい

ます。2005 年に和歌山

ダルクを開設しました

が、運営難のため 2008
年に閉鎖いたしました。

その後、有志の皆様のカ

ンパにより、相談業務を

中心とした活動を再開いたしました。奇跡的に多くの

皆様と力を合わせて再出発させていただくことにな

りましたが、運営を安定させる案がなかなか見つかっ

ておらず、まだまだ、時間が必要です。活動を維持し

ていくための資金が必要なので、海南東ロータリーク

ラブの皆様にお力添えを頂きたく、お願いさせていた

だいた次第です。現在の活動維持費は有志の皆さんか

らのカンパやＹＭＣＡ、構成保護女性連盟、屋形町カ

トリック教会の皆様からのご寄付、ダルク講演料や出

筆料を充当してまいりました。このため、スタッフも

２年間無給です。努力はしてまいりましたが、人件費

なしでも家賃や通信費、交通費など年間 100 万円程

度が必要です。活動を維持していくためには、多くの

皆さんの支援が必要です。さらに、これまで借りてい

たワンルームマンションでは場所が狭い上に家賃な

どの経費負担がかかるため、非行と向き合う親達の会

「おりづるの会」の支援者のご好意で秋葉町の古民家

を格安で借りることが出来ました。築 80 年の建物で

すが活動拠点として活用でき、大変ありがたいことで

す。 
この物件の修繕費として、新たな資金が必要です。出

来るだけお金をかけず、自分達の手で修理していくつ

もりですが、大工道具や材料費などがかかります。 
何卒、活動をご理解いただき、ご協力をお願いします。 
 

９．閉会点鐘 
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宇恵 弘純君  三木さんにお世話になりました。 
山畑 弥生君   〃 
大江 久夫君   〃 

谷脇 良樹君  山名さんの２５周年ゴルフコンペで

優勝しました。有難うございます。 
柳生 享男君  先日はイーストゴルフコンペお疲れ

様でした。 
田中 丈士君  先般、家内の入院に際しまして、お

見舞いを頂き、有難うございました。

無事、全快いたしました。 
木地 義和君  山名さんの２５周年ゴルフコンペ、

有難うございました。また、大賞を

頂きました。 
山名 正一君  事務所開設２５周年感謝ゴルフコン

ペに多数ご参加いただき、盛大に終

えることが出来ました。有難うござ

いました。今後とも宜しくお願いし

ます。 
奥村 匡敏君  山名さん、事務所開設２５周年おめ

でとうございます。ゴルフでお世話

になりました。 
三木 正博君  名手さん、先日はお世話になりまし

た。 
 
 
 
 
 

東京・立川こぶし RC が絵本を刊行 
 
東京立川こぶしロータリー

クラブは、創立２５周年を記念

して、多くのロータリークラブ

との共同奉仕プロジェクトと

して絵本を出版いたします。 
物語は、実際に五十数年続く

「クリスマス・ドロップ」とい

う人道支援活動をモチーフに

したものです。同活動は、アメ

リカ軍が毎年クリスマス前に、

太平洋上にあるミクロネシア

諸島の住人たちに、空から食料品や医療品をプレゼン

トするイベントです。 
立川こぶしロータリークラブでは、この活動を知っ

てもらい支援をしようと、絵本を出版することにしま

した。題名は『クリスマスドロップ ミクロネシアの

天使たち』。文は同クラブ会員の鈴木茂氏、絵は画家

の天野行雄氏が担当しました。日本語と英語の 2 か国

語表記で、11 月末に刊行予定です。1 冊:1,000 円、

絵本の代金は本事業に寄付され、事業へのチャリティ

となります。 
 
ご希望の方は 

東京立川こぶしロータリークラブ 
東京都立川市曙町 2-10-10 緑川ビル 3 階 
電話：042-527-0524 FAX:042-522-5241  
E-mail kobushi@m-net.ne.jp  
ホームページ http://kobushi-rc.jp/ 
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