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‘確信と絆で作ろう、希望の未来へ！！ 今日より一歩’
「奉仕を通じて平和を」
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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

出 席 報 告 会員数 ４４名（内出席規定適用免除会員１７名） 　山東　勝彦 出席委員長
皆さん、出席してください。

12月20日（本　日） 31名 86.1％ 12月6日（メーキャップ後） 29名 82.9％ （欠席6名）

本日の累計  110,240円（計18名　21件）〔お誕生日お祝い　303,240円　  皆出席表彰　40,000円　  その他　1,250,160円　　累計額　1,593,400円〕

ありがとうございました

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  島　公造 会長　　会長報告
　皆さんこんにちは。和歌山城南ロータリークラブの浦口さん、ようこそ我がクラブへのメイ
キャップ有り難うございます。先週土曜日クリスマス会、親睦委員会の皆様のおかげで楽しくス
ムーズにパーテイを終える事ができました。本当に有り難うございました。又一年の催しの中で
一番の山であったと思いますが、気を弛めず後六ヶ月頑張って参ります｡ 皆さんどうかよろしく
お願いいたします。又選挙も終わり安倍さんの手腕を楽しみに特に私たち事業者には経済効果、
これを何とか良い回転をするように頑張ってもらいたいです。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  山本　進三 幹事　　幹事報告
下記のお知らせ・案内が来ましたので回覧します。
　・国際ロータリー２６４０地区より、ロータリーレート変更のお知らせ　１ドル＝８２円
　　２６４０地区ＲＬＩ（ロータリーリーダーシップ研究会）卒後コース開催のご案内
　・こばと学園よりパソコン３台寄贈の受領書をいただきました。
　・ 和歌山アゼリアロータリークラブ創立１５周年記念　紀南水害復興支援～アゼリアバンド　
チャリティコンサート～の再度ご案内をさせていただきます。

　　 ご興味のある方はぜひ事務局までお申し込みください。
　　　日時　２０１３年２月１１日（月・祝）　開演　３時３０分
　　　場所　和歌山市民会館　市民ホール　チャリティチケット　１，０００円

ニ ニコ箱コ
浦口　英尚さん（Ｉ.Ｍ.３組実行委員長・和歌山城南Ｒ.Ｃ.）
  来年１月２６日（土）お待ちしております。

宜しく御願い致します。
三毛理一朗さん  家族会では会長賞の自転車を頂戴しまし

た。足腰のトレーニングに使わせて貰い
ます。

藤田　昌宏さん  家内にお花をいただきましてありがとうご
ざいました。

山東　勝彦さん クリスマス家族会お世話になりました。
内畑　瑛造さん 楽しいクリスマス家族会有難うございました。
中野　久生さん  先のＸ‘ＭＡＳ会に於いて会長賞をいただ

きました。ありがとうございます。
田原　久一さん ビンゴありがとう。
中野　幸生さん  クリスマス家族会で孫がビンゴゲームで

ウィーユーが当たり大変喜んで夢みたい
と言ってます。

谷口　文利さん こばと学園山本先生宜しくお願いします。
山野　武彦さん 家内の誕生祝い有難う御座居ました。
樫畑　友洋さん  先日のクリスマス家族会には多くのご参

加ありがとうございました。
  次回１月３１日のご長寿お祝い例会もよろし

くお願い致します。
後　　亮　さん  クリスマスパーティ楽しかったです。あり

がとうございました。

  ビンゴゲームで娘がずっと欲しがっていた
地球儀を頂戴し、非常に喜んでいました！

島　　公造さん  こばと学園山本先生、本日はありがとうご
ざいます。

山本　進三さん  こばと学園山本さま、本日は卓話よろしく
お願いします。

  クラブ会員の皆さま、よいお年をお迎え下
さい。

山本　進三さん  樫畑委員長はじめ親睦委員会の皆さま、
先日のクリスマス例会ありがとうございま
した。とても楽しい会で楽しませていただ
きました。

阪神タイガース応援団一同

〔お誕生日お祝い〕
山野　武彦さん 立派な誕生祝い有難う御座居ました。
松田　洪毅さん  今年で６５歳になりました。これからもお付

き合いの程よろしくお願いします。
乾　　敦雄さん 今年最後の例会よろしくお願いします。

〔皆出席表彰〕
内畑　瑛造さん  ４０周年皆出席のお祝いを頂き健康の有

難さを感じています。
笹島　良雄さん １４年皆出席表彰を賜り有難う御座いました。

お誕生日お祝い

皆 出 席 表 彰

松田　洪毅 会員　 昨日で６５歳になりました。ロータリーは４４歳に入
会し、２１年目です。これからも宜しくお願いします。

山野　武彦 会員　 これからもロータリー精神に則って頑張ってまいりま
すので宜しくお願いします。

乾　　敦雄 会員　 ４４歳になりました。まだまだ若輩ではありますが、
ロータリーではこれから５０、６０、７０、８０、９０歳
目指して頑張って行きますので宜しくお願いします。

内畑　瑛造 会員　　笹島　良雄 会員

おめでとうございます！

おめでとうございます！
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クラ ブ 名 日 　 　 時 内 　 　 容

和歌山城南Ｒ．Ｃ． 1月10日（木） 新年例会

和歌山南Ｒ．Ｃ． 1月11日（金） 新年例会

和歌山中Ｒ．Ｃ． 1月11日（金） 新年例会  「古希を迎えての卓話」

和歌山北Ｒ．Ｃ． 1月14日（月） 祝日休会

和歌山アゼリアＲ．Ｃ． 1月14日（月） 祝日休会

和歌山Ｒ．Ｃ． 1月15日（火） 年男卓話

和歌山西Ｒ．Ｃ． 1月16日（水） ラオスの子どもたちに　〜日本を紹介する本寄贈について〜　山本　唯二 地区国際奉仕委員長
米山奨学生  ドウアンピラー・プッタワン君　

和歌山東南Ｒ．Ｃ． 1月16日（水） 巳年生まれ会員卓話

●新年初例会

●ピアノ演奏� 中井　利枝さん
シェルブールの雨傘（Ｍ.Ｌｅｇｒａｎｄ）
ＭＯＲＥ（Ｎ.Ｏｌｉｖｅｒｏ）

●卓話「御礼とこばと学園の現況について」
 こばと学園主任　山本真紀さん

●ロータリーソング� 山東　勝彦 ソング委員長
「四つのテスト」

●ビジター報告� 樫畑　友洋 親睦委員長
和歌山城南Ｒ．Ｃ．　浦口　英尚さん

本日の例会 1月10日（木） 前回の例会 12月20日（木）

１２月１９日（水）　和歌山東南Ｒ.Ｃ.　角谷　芳伸
１２月２１日（金）　和歌山中Ｒ.Ｃ.　角谷　芳伸
１月９日（月）　和歌山アゼリアＲ.Ｃ.　田原　久一

メイキャップ情報  （敬称略）

●卓話「新島八重と近代日本」
 元大阪府立富田林高等学校校長　加藤　正彦さん

次回の例会 1月17日（木） 



2. みんなに公平か

1. 真実かどうか

4.みんなのためになるかどうか

3. 好意と友情を深めるか

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  親睦委員会　樫畑　友洋 委員長　　

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  新世代委員会　赤井　雅哉 委員長　　

委員会報告
　クリスマス家族会には大勢の皆様にお越し頂きましてありがとうございました。次回は１月
３１日のご長寿お祝い夜間例会です。ご長寿を迎えられます、村田さん、糟谷さん、中江さんの
お祝いの会です。ご出席宜しくお願い致します。

　年初にお願いしてました、こばと学園に寄贈の中古パソコンですが３台納めさせて頂きました。
まだまだ必要ですので宜しくご協力お願い致します。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 和歌山城南Ｒ.Ｃ.　浦口　英尚 ＩＭ実行副委員長　　ＩＭ３組の出席のお願い
　来年の１月２６日のＩＭ３組のＰＲに来させて頂きました。我がクラブは創立時より教育問題
に携わっています。新聞にもテレビにも出させて頂きましたが、和歌山市の小中学校生の国
語力を付けるための「子供暗唱大会」を毎年１２月に開催させて頂いております。先ほどお
聞きしましたが、こちらの樫畑会員のお子さんが参加され、最優秀賞を受賞されたとのこと

に大変驚きました。皆様の子供さん孫さんにもぜひ参加して頂きたく思います。
　さてＩＭ３組ですが、１月２６日土曜日和歌山ビッグ愛１Ｆ大ホールにて１２時３０分受付で開催致します。我
がクラブの伝統である教育問題ということで、次世代の子供たちに何か伝えたく、今から１２３年前に、トル
コ軍艦エルトゥールル号が串本沖で遭難し、串本町民が救出した事件で、紀州人には温かいそして困ってい
る人を助けるという素晴らしい気質があります。その素晴らしい心を次世代に伝えようと串本町長の田嶋勝
正氏に講演をして頂きます。どうかたくさんの方のご出席宜しくお願い致します。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− こばと学園主任保育士　山本　真紀さん　　卓　　話
　こばと学園で主任をさせて頂いている、山本真紀と申します。本日、本来なら東ロータリーク
ラブ様の皆様方にご支援頂いた塩田奈緒から、近況のご報告をさせて頂くつもりでしたが、なに
ぶん、学業とバイトの両立で本日も学校・バイトともに休めない現状で大変申し訳ございません。
４月に入学した『大阪総合デザイン専門学校』でアニメーションの勉強をしながら、生活費の為

にバイトに頑張っている日々です。くれぐれも皆様方に宜しくお伝えくださいと伝言預かっております。それで
はさっそくですが、学園についてお話しさせて頂きます。

　① こばと学園は昭和２９年より和歌山市直川に発足致しました。６０名定員となっており、１２月１日付けで５９
名の児童をお預かりしています。

　② 二歳から六歳までの幼児さんが１７名・小学生が１８名・中学生が９名・高校生が１５名となっております。

　平成１８年に補助金を頂き、全面改築をし男子棟・女子棟・管理棟の三棟の建家となりました。また、２３年４
月より女子用の小規模グループケアとして新たに６名～８名が生活出来る建物が開設致しました。他府県にはい
くつかあるようですが、和歌山県では、こばと学園が初めて小規模グループケアを開設致しました。今、工事の
真っ最中ですが、平成２５年４月には男子用の小規模グループケアが開設する予定となっており８名の男の子が
生活することとなっています。本棟の方は、集団生活となりますが、小規模グループケアとは少人数にて一般の

「御礼とこばと学園の現況について」

家の様な生活が出来る様になっています。このグループケアで生活する児童は、施設生活が長く家庭がなかなか
出来ない児童・集団生活に適応しにくい児童・自立間近の児童が対象となってきています。
　塩田奈緒も、このクローバーで生活することにより、少人数の中で職員とも色々将来の話しを落ち着いてゆっ
くり出来た事により、進学する決心に結びついたと言っておりました。また今年度クローバーで生活している高
校三年生の女子も長年の夢だった保育士になる為に進学することになりました。奈緒同様、学業とバイトの両立
となりますが頑張ってくれることと思います。
　さて、それではここで、和歌山東ロータリークラブ様の皆様方にご支援して頂いている行事についてお話しさ
せて頂きます。
　まず、９月にはこばと学園の夜店を開催させて頂いております。今年で４４回目の夜店でございまして、地域
の方々が沢山来て下さる行事のひとつです。一昨年までは、夜店の目玉としてバザーを開催させてもらっていま
したが、クローバーを生活棟としてリフォームした関係でバザーをする場所がなくなりました。バザーの時もも
ちろんロータリークラブ様の方々から、様々な高価な商品を頂戴し、大変にぎやかなバザーとなりました。建家
の関係で去年の夜店からは、バザーに代わり、和歌山東ロータリークラブ様主催の福引きを開催することとなり
ました。夜店に来て頂いた地域の皆様や子ども達に前もって番号の書いた福引きをお渡しします。夜店の終盤に
東ロータリークラブの方に、くじを引いてもらい、そのくじの番号を持っている方が当選となります。商品は多
様で、ティッシュからお米、カップ麺にお菓子と大人から子どもにまで喜んで頂ける物をご用意させて頂いてい
ます。特賞の『和歌山東ロータリークラブ会長賞』は、昨年は自転車・今年は掃除機という素晴らしい商品をご
用意させて頂き、盛大に開催されました。福引きのお陰様で、昨年よりも今年の方が、夜店に来て下さるお客様
が多く、福引きが終了するまで残ってくれる方がほとんどで、夜店終了まで、にぎやかな学園でした。次にみか
ん狩りのご招待について、お話しさせて頂きます。子ども達にとって、みかん狩りは大変楽しみにしているご招
待です。どのご招待も子ども達の希望の上、参加させて頂いていますが、みかん狩りのご招待は、小学生はもと
より、中高生も当日はクラブ・バイトがない限り参加の希望があり、大勢の子が行かせて頂いています。また、帰っ
てからもお風呂上がりにみかんを頂くのも毎年恒例で、とても楽しみにしています。
　焼き肉も大変、大好評で『どこの焼き肉よりも美味しい』と子ども達も職員も言っています。また、皆様方か
ら頂く、ご高配で購入させて頂いている、ゲームの商品もとても楽しみにしているようですし、職員も子ども達
に出すクイズをあれこれと考えるのも楽しみのひとつとなっています。
　そして学園のお餅つきです。お餅つきの時も過分なご高配を賜り、本当にありがとうございます。
　今年の餅つきは、大変寒い気候となりましたが大勢のボランティア様のご支援を頂き、無事に行われる事が出
来ました。
　園庭にて、薪を燃やし餅米を蒸し、その横で杵と臼でする昔ながらの餅つきの風景です。男性職員と子どもと
ボランティアさんが、餅をつき、出来上がった餅を女性職員と子どもと地域の主婦の方々がまるめ…という作業
で進みます。子ども達も自分たちがつきあげ・まるめる餅なので、店で売っている物よりも沢山食べてくれます。
また、先日、東ロータリークラブ様の皆様方よりパソコンも寄贈して頂きました。子ども達が自由に使えるよう
にとのご配慮で頂いたパソコンでございます。さっそく、こばと学園の子ども会で使い方を検討し、子ども達が
パソコンに触れ合えるようにしていきたいと思っております。
　こういった様々のご支援を東ロータリーの皆様方に頂き、共にこばと学園の子ども達を育てて頂いております。
　夜店やみかん狩り・餅つきで声をかけて頂き、子どもの成長を共に見て頂くことにより、わたくし達職員も心
強く思っております。
　様々な形で関わって頂き、子ども達も心強く感じていることと思います。
　皆様にお伝えしたい感謝の言葉を子ども達・職員を代表して…本当に様々なご支援を賜りありがとうございます。
皆様方のご健勝とご発展を祈念しつつ、こばと学園の近況と御礼の言葉とさせて頂きます。ご静聴…ありがとう
ございました。


