
 
 
 
 
 
 
 

第 1807 回例会  

平成 26 年 10 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           「我等の生業」 

３．ゲスト紹介    和歌山ダルク  和高 優紀 様 

４．出席報告 

会員総数 48名 出席者数 36名 

  出席率 75.00％ 前回修正出席率 60.42％ 

 

５．会長スピーチ        会長 山東 剛一 君 

みなさん、こんにちは。 

ゲストの和歌山ダルク和

髙優紀様、ようこそお越し

下さいました。のちほど卓

話をよろしくお願いします。 

先ず、最初に 11 月第 1

週は祝日で例会は休会にな

りますので、本日、12 月の

理事役員の選挙を細則に基

づき年次総会を控えてその

指名について細則第3条第1節により理事会メンバー

を指名委員会と致したいと思いますが、いかがでしょ

うか。ご承認有難うございます。 

次に、この土曜、日曜に地区大会がありましたが、

土曜日の大会からご参加いただいた花田さん、小椋く

ん、日曜日にご参加いただいたみなさん、そして記念

チャリティーゴルフ大会に参加して下さった宇恵さ

ん、桑添くん、中西くんご苦労さまでした。 

この地区大会はいろいろ心配することも多にあり

ましたが、無事に終わったことをみなさまに感謝をこ

めてご報告いたします。ありがとうございました。 

引きつづき地区大会選挙人会議にでていただいた

花田さんに少しお話して頂きますのでよろしくお願

いします。 

また、宮崎中央ＲＣから先日の小野田寛郎さんの書

物などお送りした際の御礼状が届きました。 

 

 

 

６．幹事報告         幹事 中西 秀文 君 
○例会臨時変更のお知らせ 

和歌山ＲＣ 11 月 4 日(火)→11 月 5 日(水) 
12:30～ ラヴィーナ和歌山 
(和歌山西ＲＣとの合同例会) 

和歌山東南ＲＣ 11 月 12 日(水)→ 11 月 12 日(水) 
12:30～ 紀三井寺「御成御殿」 

移動見学例会 
○休会のお知らせ 

和歌山東ＲＣ 11 月 13 日(木) 
 

７．委員会報告 

○プログラム委員会      委員長 田岡 郁敏 君 
  次回の例会、ＩＤＭ報告よろしくお願いします。 
 

８．地区大会の報告 

○花田 宗弘 君 

 地区大会選挙人会議に出席し

ましたので、ご報告いたします。

ガバナー選出については、次の

ノミニーから、郵便投票で決め

ることになりました。また、非

公式の文書については、ただ出

すことは認めることになりました。 

○谷脇 良樹 君(ガバナー補佐) 

 今回は、ひとつステップがあった。少しは解決した

ように思う。これからも課題は残っているが、皆がロ

ータリーの心を持ってほしい。 

 

９．ゲスト卓話   和歌山ダルク  和高 優紀 様 

生前お世話になりました、

田村先生と柳生様のご冥福を

お祈り致します。今日はお顔

を見てご挨拶出来なくて大変

寂しく思います。私共の感謝

の気持ちがお二人に伝わりま

す様に。 出会った時から、

お別れの時間にカウントダウ

ンされている事に改めて気が

付きました。私達人間には、この地球に居られる滞在

期間に限りがある事の認識を深めると、より質の良い

時間を共に生きる事がきっと出来るのではないかと
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考えさせられました。 
 薬物・アルコール依存症

者とその家族の支援活動

をおこなっています和歌

山ダルクです。皆様には長

い間、ご支援を賜りまして

有難く感じております。今

日は、来年の国体に伴い、

道路拡張のための立ち退

きエリアにダルクが入り

まして、移転作業の最中に海南東ロータリークラブの

卓話への訪問です。新しい居場所を求めて大変苦労し

ましたが、物件を貸して下さる方からお声をかけて頂

き、和歌山市の小雑賀に移転する事になりました。こ

の度も阪口さんに内装改築と引っ越しのお手伝いを

して頂き、業務と並行して移転準備をおこなっており

ます。その他会員の皆様よりご寄付いただいた品々と

ともに移動中です。移転作業が終わりましたら改めて

ご報告させて頂きたく存じます。 
 活動を通しての傾向についてお話をさせて頂きま

す。以前は、薬物依存症者と言えば「不良」と言われ

る元気の良い人達が多かったのですが、最近のハーブ

を利用している若者達はタイプが異なります。最近の

傾向と言えば、「おひとり様」タイプが多く、集団行

動に馴染めず、デリケートで独自の哲学の中で生きて

います。こういう若者達を悪く取らず、時代が生み出

した進化した特徴を持った生き方と考え、寄り添って

生きて行きたいと考えています。彼等に学びながら、

回復支援の形を模索していく必要があると思います。

柳の様にしなる心や対応が生きてくることと感じま

す。 
 今日も皆様にご支援を賜り、窮地に立たされてはお

りますが、何とかのりこえさせていただいております。

私どもからは皆様に直接的な埋め合わせは現生では

とても無理な事とは思いますが、代替え法を使い、追

い詰められた人に柔軟に対応させて頂く行動力は学

ばせて頂いたので、困っている人に寄り添っていきた

いと思います。 
寺下さん、素敵なパソコンを有難うございます。今

日から私の仕事のパートナーとして大切に使わせて

頂きます。感謝の内に。 
 

10．閉会点鐘 
 

 
 
阪口 洋一 君  和高様 本日は卓話ありがとうござ

います。 
中西 秀文 君  10/25、26 の地区大会出席の皆様お

疲れさまでした。 
山東 剛一 君  土曜、日曜の２日間ご出席の皆さん 

ありがとうございました。 
小椋 孝一 君  地区大会、皆様ご苦労様でした。 
山田 裕之 君  地区大会、参加された方お疲れ様で

した。 

綛田さよ志君  高円宮様主催のバードライフガラパ

ーティに参加させて頂きました。         

宮様を間近で見られて光栄でした。 
吉田 昌生 君  10 月 18 日から 12 月 7 日まで県立

博 物 館 で 開 催 の 世 界 遺 産 登 録         

10 周年記念特別展に藤白神社の本

地仏十一面観音を出展しています。        

ぜひご覧下さい。 
田岡 郁敏 君  次回、IDM 報告お願いします。 
三木 正博 君  地区大会、遅れて参加しました。 
谷脇 良樹 君   地区大会、感動しました。 
千賀 知起 君   26 年度の優良施設として、厚生労働

大臣表彰を授賞しました。 
 

次回例会 
  第 1808 回例会 26 年 11 月 10 日(月) 
    海南商工会議所 ４F 18：30～ 

お誕生日、結婚記念日のお祝い 
ＩＤＭ報告 

 
 
 
 

医療が不足する中国辺地での 

白内障手術プロジェクト 
米国ジョージア州のワーナーロビンスＲＣと上海

ＲＣが協力し、中国で 400 件の白内障手術を行いま

した。 
 中国には推定

250 万人の白内

障患者がおり、

同国の目が不自

由な人のほぼ半

数を占めている

とされます。山間部の僻村では、食べ物や水を得るに

も険しい山道を歩かなければならず、盲目は命を危険

に晒す深刻な問題です。また、同国人口の半分が暮ら

す農村では医療が不十分で、白内障が社会に与える影

響は、高齢者の急増という課題とともに、近い将来に

おける大きな懸念事項となっています。「農村では一

家庭に 3～4 世代が暮らしていることも頻繁にあり、

白内障手術は、患者だけでなく、その家族と地域社会

を支えることにもなる」とラゾさんは話します。 
 ワーナーロビンスロータリークラブと上海ロータ

リークラブは、協力して 46,000 ドル（21,000 ドルは

ロータリーからの補助金）を集め、400 件の白内障手

術を行いました（手術 1 件のコストは約 110 ドル、

所要時間は約 2 時間）。今回の活動は、低コストで高

度な白内障治療を医療システムに導入する画期的な

取り組みだとイーさん。今後もさらに、活動の規模を

広げていきたいと期待に胸を膨らませます。「このよ

うな取り組みが中国全土で導入されれば、農村に暮ら

す何百万人ものお年寄りが視力を取り戻し、国の医療

負担を大きく軽減できるでしょう」 

会報委員会    委員長：寺下 卓  副委員長：阪口 洋一 委員：土井 元司 木地 義和 小久保好章


