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  ２０１９年３月 １日（金） No.２７５２ 

 第２８０８回 例会 

 ○ ソング「君が代」・「奉仕の理想」 

 〇 卓話「変化する社会において看護職は何が 

        できるか」 

    東京医療保健大学 和歌山看護学部長 

          八島 妙子 様 

 

  ３月 ８日（金） 

 ○ ソング「みんなで大きな輪になって」 

         ―「親睦」・「奉仕」・「Ｉ ｓｅｒｖｅ」― 

 〇 卓話「 WARP活動のご紹介」 

    阪和電子工業株式会社 

    代表取締役 長谷部 巧 様 

 四四 つつののテテスストト  （言行はこれに照らしてから）  ⅠⅠ真真 実実かか どどううかか  ⅡⅡみみんんななにに公公 平平かか  ⅢⅢ好好 意意 とと友友情情 をを深深めめるるかか  ⅣⅣみみんんなな ののたためめ ににななるるかかどどううかか   

2018-2019年度 RI会長 バリー・ラシン 「 BE THE INSPIRATION 」 

事務所 〒640-8215 和歌山市橋丁23 

          Ｎ-4ビル 2Ｆ 

 TEL(073)423-8822  FAX(073)423-8821 

 http://www.wminamirc.jp/ 

例会場 〒640-8156 和歌山市七番丁26-1 

 ダイワロイネットホテル和歌山 TEL(073)435-0055 

例会日 毎週金曜日 12時30分～13時30分 

前週の報告  ２０１９年２月２２日（金） 

出席報告    会員７９名（出席規定適用免除会員１１名） 

 ２月２２日   出席50名  ホームクラブ出席者63.29％ 

 ２月 ８日   出席総数出席57名（免除会員含み）確定出席率：76％ 

          （会員７９名 出席規定適用免除会員１１名（内出席７名） 

会長報告 

ガバナー     樫畑直尚  

幹事報告 

 本日は、星林高校の菅田利

佳さんがゲストとしてお越しいた

だいております。先週、東南Ｒ

Ｃとの合同例会におきまして、

宮下会員から報告がありました

様に、菅田さんは、東京大学の

教育学部に進学が決まりまし

て、本日はそのご報告とご挨拶

にお越しいただいところです。 

 実は、私は、菅田さんに、過去３回泣かされております。１

回目は、初めて彼女が当クラブにこられて、ピアノ演奏と弾

き語りをしていただいた時です。視力障害という大きなハン

デキャップを持った少女がどんな演奏をするのだろうか、と

思って聴いていまいた。清らかな水が流れるようなピアノの

旋律と、儚げな印象ではありますが、透きとおった伸びのあ

る声で唄っていただいた『一歩ずつ』というご自分で作った

歌を聴いた時、不覚にもおじさんは涙を流していました。た

だ、それは私だけではなく、会場の多くの会員が同じように

ハンカチで目をぬぐっていたのを知っています。それだ

け、菅田さんのピアノと唄には人の心を突き動かすものが

あるのだと思います。 

 ２回目に泣かされたのは、ほぼ２年前の東南ＲＣとの合同

例会の懇親会でした。 

 そして３回目です。先週の合同例会が始まる直前、樫畑

副会長と立ち話をしているところに宮下さんが来られて、

「菅田さんの事で、ビッグ・ニュースがあります。」と少し興奮

気味におしゃっる。何かと聞きますと、件の話であります。

菅田さんが東京大学の教育学部に合格した、というので

す。６０歳還暦手前になってきますと、いろんなところが緩

んでくるわけですが、ご多分に漏れず『涙腺』も相当緩んで

いるようで、宮下さんの興奮気味のお話しを聞きながら、目

頭が熱くなってしまいました。またしても菅田さんに泣かさ

れた次第です。ただ、その時、目の前にいた樫畑副会長も

宮下さんも目を赤くしていたことは、皆さんにきちっと報告

しておきたいと思います。 

 後ほど、菅田さんから、東大合格という素晴らしい報告が

あるかと思います。彼女の夢の実現を、その喜びを共に分

かちあいたいと思います。 

 今日はおじさんは泣きません。その決意を皆様にお伝え

して、本日の会長報告といたします。 

2018～2019年度第７回理事役員

会議事録、第8回理事役員会議事

録をニコニコ掲示板に掲示しており

ますので、ご確認お願い致します。 

国立高等専門学校メカトロニクス工

学専攻の永廣拓也君よりクリスマス

家族例会への招待のお礼手紙が

届いております。 



 

 

２０１８－２０１９年度テーマ：「 ロータリーを伝える 」 

○雑誌・広報委員会  

 井口善隆委員長 

  ２６日の火曜日は人間万歳の放

送日です。今月は和歌山県警察本

部警視の崎口忠様にゲストにお越し

いただき、和歌山県の治安情勢に

ついてお話しいただきます。具体的には刑法犯の件数、和

歌山南ロータリークラブとのドライブレコーダー協定、特殊

詐欺等についての話を予定しています。また、リスナープ

レゼントは参番館様より、お食事券の提供をいただきまし

た。 

委員会報告 
長期青少年交換学生の大瀬ゆゆさんよりお便りが届いて

おります。 

ニコニコ掲示板に掲示しております。 

3月14日の夜間例会の出欠を回覧させて頂きますので、ご

記入宜しくお願い致します。 

近隣ＲＣ例会変更のお知らせ 

3月4日（月）和歌山アゼリアＲＣ 

  場所アバローム紀の国 サイン受付12：00～12：30 

3月7日（木）和歌山東ＲＣ 

  場所ダイワロイネットホテル和歌山12：00～12：30 

3月18日（月）和歌山北ＲＣ 

  場所ルミエール華月殿 サイン受付 12：00～12：30 

3月20日（水）和歌山西ＲＣ 

  場所ラヴィーナ和歌山  サイン受付12：00～12：30 

3月25日（月）和歌山北ＲＣ 

  場所ルミエール華月殿  サイン受付12：00～12：30 

3月28日（木）和歌山東ＲＣ 

  場所ダイワロイネットホテル和歌山 12：00～12：30 

近隣ＲＣ例会休会のお知らせ  

3月13日（水）和歌山東南ＲＣサイン受付はございません。 

当クラブ例会変更のお知らせ 

3月15日（金）12：30～→3月14日（木）18：30～ 

      会場ダイワロイネットホテル和歌山 

2019年3月度例会プログラム予定表 

1日（金）「変化する社会において看護職は何ができるか」 

      東京医療保健大学和歌山看護学部部長 

      八島妙子様 

8日 （金） 「ＷＡＲＰ活動のご紹介」 

     阪和電子工業株式会社代表取締役 長谷部巧様 

14日 （木）「 未  定 」国際ロータリー第2800地区 

     パストガバナー 藤川享胤様 

22日 （金） 新入会員卓話 

        山田昭子会員 宮本保志会員 

 

フィリピン・サンペドロ市訪問について 

和歌山中ＲＣとフィリピン・サンペドロＲＣとは姉妹クラブと

なって28年となります。 

今回、訪問したデイケアセンター（保育園）2か所を含めて

10棟目となります。 

最近では2017年2月11日に「サンペドロ市ランガムpea2Aデ

イケアセンター保育園」 

が完了しました。デイケアセンター保育園」の建設費用は

土地購入費150万円、建物建築費150万円1棟につき合計

300万円とのことです。和歌山中ＲＣとフィリピン・サンペドロ

ＲＣにて50％ずつの負担している。過去のデータの10棟分

として3000万円の費用を捻出している。和歌山中ＲＣとして

も1500万円の費用負担となっております。 

和歌山中ＲＣが2005年以降取り組んでいる「フィリピン大学

スカラーシップ・プロジェクト」による大学卒業生・在校生と

の支援システム充実しており、沢山の卒業生が社会の中で

活躍しております。 

和歌山中ＲＣさんが28年間かけた事業が脈々と生きずいて

る事業と感じられました。 

今後の活躍をお祈り致すと共に和歌山市内9クラブの益々

支援体制が充実することを切にお願い致します。 

青少年育成で支援しました星林高校の菅田利佳

さんが、東京大学教育学部に見事合格されまし

てた。本日は、お母様とご報告に来てくれまし

た。三木会長よりお祝金を菅田さんにお渡ししま

した。 



 

 

２０１８－２０１９年度テーマ：「 ロータリーを伝える 」 

１班 
日時：2月8日（金）18：30～ 

場所：割烹古川 

リーダー：麻生、 

当番：井口（善） 

委員：有田、岩井、岩橋 

メイキャップ：栗本 
 

1.新入会員候補者の推薦に

ついて 

新入会員候補者の推薦については、井口からIDMの前に3

名に推薦していいかどうか声をかけたが、今回はやめてお

いてほしいという返答であったことが報告された。IDMの場

において、他の参加者も推薦者の内諾を得られなかったと

して推薦は無しという結果になった。 

現在の南ロータリーのメンバーを見ると、60代以上の会員さ

んにJC経験者が多く、その方たちが声をかけた後輩が50

代のJC経験者であると思われるが、最近はそのルートから

の入会者が少ないように感じられるという意見、また過去に

推薦しロータリーに入会した人が1年たたずに退会してしま

い、結果推薦者と退会された会員が疎遠になってしまった

例もあったことから、会員増強は大事ではあるがノルマ化す

べきではないのではというベテラン会員さんからの経験談も

あった。 
 

2.青少年支援について 

児童養護施設を18歳で卒業する生徒さんの卒後の就学、

就職がスムーズにいくように支援するのは非常に意義があ

るという意見があった。 

就学の場合は、現在のところ長島さんも枝広さんも県内の

学校に進学されたが、県外の場合はどのように支援してい

くのか、生活や学業の状況をロータリー側が把握しにくくな

るのではないかという意見があった。 

就職の支援としては、スーツや礼服などの中古品を支援す

ると就職後すぐの時期に役に立つのではないかという意見

があったが、サイズの問題や、毎年継続的に支援が出来る

かどうかは課題となると思われる。 

就職して初任給をもらうまでの期間が最も大変な時期だと

思うので、高校生の間にアルバイトを出来るように、養護施

設に求人を出してもいいのではないか。ロータリーの会員さ

んの企業や商店でも、夏休みの短期バイト、あるいは学校

が終わって夜間のバイトなど人手が欲しいところもあるので

はないだろうか。 

支援して役に立つのは運転免許取得の支援ではないだろ

うか。業務に役立つ場合もあるし、身分証明書としても持っ

ておきたい。 

一般家庭、社会でのマナーを教わっていないケースがみら

れる。お葬式のマナーなどの社会常識。 

里親に関しては、家庭事情等がかなりかかわるため、一律

にロータリーとして支援していくことは難しいのではないか。 

麻生リーダーからは過去の新聞記事が配布され、IDMメン

バーで記事を拝読したことは非常に勉強になった。今年度

のIDMテーマは難しいものが多いが、考える機会が出来た

ということでもあったと思う。 
 

3.お酒の部 

今年度のIDMは難しいテーマが多いなという話から、来年

第３回 I.D.M. 発表 

テーマ 
1.会員増強について 

 改めて会長方針に則り、南ＲＣのより発展・拡大をは 

 かる為、当クラブにふさわしい方の推薦を、２月２２日 

 までに  

 各班（1班～７班）１名以上願いたい。 

2.和歌山市内の児童養護施設に対する支援の強化 

 について 

テーマ２の担当委員会 

野島好史青少年育成委員長 

進行：楠部和弘R情報委員長 

長期青少年交換学生 

今年度、長期青少年交換受入学生のSakuraさんより近況

報告がありました。 



 

 

２０１８－２０１９年度テーマ：「 ロータリーを伝える 」 

3班 
日時：2月6日（水）18：30～ 

場所：ダイワロイネットホテル３F

サンクシェール 

リーダー：白石、 

当番：窪田（哲） 

委員：北畑、楠部、窪田（惇）、 

    柴田、嶋谷、島村 

メイキャップ：山中 

１ 会員増強について 

（１）推薦について 

   推薦先１名 

（２）取組みについて 

4班 
日時：1月30日（水）18：30～ 

場所：木村屋 

リーダー：田中（祥）、 

当番：戸井 

委員：田辺、柘植、 

    中村（和）、中村（真） 

メイキャップ：水城、宮下 

１ 会員増強について 

・柘植、水城両会員から、それぞれ１名ずつ、推薦するとの

2班 
日時：2月7日（木）18：30～ 

場所：木曽路 

リーダー：上西、当番：大工 

委員：江口、大野、大林、 

   大山、岡崎、小野、海堀、 

   樫畑、金谷 

テーマ①会員増強について 

 『参加者に意見を問うと、意中の人は複数ある。ただ、過

去の例で実名を事前に口にすると支障を来す場合があっ

た。（会社の代表でも取引などのしがらみで没になる場合

があった。）隠密作戦ではないが、直前まで実名を漏らさな

い方が良いのではないか。 何とかなるとの意見であっ

た。』 

 

テーマ②和歌山市内の児童養護施設に対する支援の強

化について、 

 『児童養護施設およびその施設に住居する児童が如何

な状況にあるかを知る機会が欲しい。家族の情を渇望して

いるのであれば、社会奉仕（和歌山城の清掃の様な）の後

にＢＢＱに参加してもらう方法もある。ＢＢＱでなく、定例会

で各テーブルに一名の児童をいれて食事や会の雰囲気を

見てもらうのも良いと言う案があった。ただ、それは児童の

置かれている環境と定例会メンバーの状況が違いすぎて

良くない（児童の感覚がついていかないのではないかとの

危惧）との意見もあった。個人宅に里親などをお願いする

のは難しい感じがすると言う意見もあった。里親の志願者

を募るキャンペーンをするのも良いと言う案もありました。児

童養護施設の児童に喜んでもらえる何かはできるのではな

いかの意見が大半であった。』 

のIDMは60周年の記念事業に関する話が増えるのではな

いかという話になり、和歌山の観光振興の話題となった。 

和歌山には、青森のねぶた、秋田の竿灯、京都の祇園祭

や福岡の山笠、近いところでは岸和田のだんじりのような県

外から観光客を集められる祭りが無い。是非、和歌祭りを

支援したいという記念事業案も早くも出てきました。 

和歌山の人は地元をよく言わない、謙遜が多い、せっかく

地元の海産物があるのに和歌浦でカニを食べたという和歌

山人の気質の問題も語られました。 

結構、まじめで濃いIDMでした。 

  ○金融機関 

   ・過去、各金融機関はロータリーに所属していたが、

現在、多くが辞めてしまっ 

ており、再度掘り起ししてはどうか。 

・支店長にはおそらくロータリー入会の裁量がない

ため、もっと偉い人に掛け合う必要があるのでは

ないか。 

  ○医師 

   ・身近である医師に声をかけるのはどうか。 

  ○親子 

   ・会員のご子息はどうか。 

   ・退会された方のご子息やお孫さんはどうか。 

 （３）勧誘について 

  ○活動 

このままでは減少していくことになるので、アクション

を起こしていかなければいけない。 

  ○ロータリーの魅力を高める 

   ・ロータリーに入る動機がなければならず、相手を説

得するものがなければいけない。昔のステータス

があった頃は集めなくても集まってきていた。遠

回りかもしれないがロータリーの魅力を高めてい

く必要がある。 

   ・姉妹クラブである済州では、クラブ会員間の繋がりが

強い。入会すれば、はっきりと「仕事を回してや

る」とも言う。 

  ○勧誘方法 

   ・ロータリアンに相応しくない人もいるので、推薦には

十分に気を付ける必要がある。そういった人が入

ると後々まで響く。 

   ・そういう意味では転勤族の支店長等であればまず間

違いない。 

   ・現在、推薦と勧誘の順番が異なっている。推薦が先

で、その後該当者に勧誘するのが本来の姿だ

が、現在は逆になっている。 
 

２ 和歌山市内の児童養護施設に対する支援の強化につ

いて 

 ・手に職をつけるための受験料などを助成するのはどう

か。 

・部屋に張るカレンダーの配布はどうか。 

 ・青少年育成委員の活動は大変よくやっている。 

・まずは今のものをしっかりやる。加えて第二弾として取

組みを行っていくことでどうか。 

・里親制度は必要な制度。一方、実際、里親になること

には難しいことも多いのが現実。 



 

 

２０１８－２０１９年度テーマ：「 ロータリーを伝える 」 

5班 
日時：2月7日（木）18：30～ 

場所：センプレコンテ中島店 

リーダー：野上、当番：林（芳） 

委員：西村、野島、野村、 

    橋本忠美 

メイキャップ：山田守 
 

１．会員増強について 

・バブルの崩壊の後、景気の影響もあり100人以上いた会

員が 

現在の80人にまで減っている。銀行など金融関係が退

会原因である。 

 もう一度、金融関係の会員を募ってはどうか？ 

・毎年、入会者はコンスタントに数字を伸ばしているにもか

かわらず 

 退会者の数が上回る為、会員は減っている。 

 退会理由は転勤の次に不明という理由が多いのが現実

であり 

 その原因としては、入会したが南ロータリーに馴染めず退

会していくのではないか？ 

 対策として新入会員が南ロータリーの一員になれるまで

もっとフォローするべき。 

・日本が少子化であるので仕方がない。 

 今の80人で問題はあるのか？ 

・入会者照会でのクレームが付いた場合、その理由をもっ

と検討し 

入会の間口を広げてはどうか？ 

・年間30万円の会費が重荷になるのではないか？ 

・昔はロータリーに入れて光栄と言われたが、今は頼まれ

たから入ってやったと 

 言う人もいる。これでは会員増強しても意味がない。 

・カムバックキャンペーンの実施 

 南ロータリーを退会した方にもう一度入会をお願いする。 

・５班の推薦者は1名予定。 
 

２．和歌山市内の児童養護施設に対する支援の強化につ

いて 

・南ロータリークラブの潤沢な資金を切り崩してでも５年間と

言わず出来る限りするべき。 

・米山奨学金をなくし、その予算を青少年育成資金にまわ

すべき。 

6班 
日時：1月17日（木）18：30～ 

場所：ステーキ割烹富士 

リーダー：前嶋、当番：藤林 

委員：毘舎利、藤田、堀井、

前窪 

◎会員増強について 

・約３年後に推薦者1名予定。 
 

◎和歌山市内の児童養護施設に対する支援の強化につ

いて 

・児童養護施設と焦点を絞ったものではなく、対象を青少

年全体に広げ、交通ルール（特に自転車）や水泳等、命に

かかわる事を小さい頃から教え全体のレベルアップを図る

ことがロータリアンとして行うべきことではないか？ 

・ロータリーは啓蒙団体である。世の中を良くしていく為、

手本となるボランティアを行うべきである。例えば足の悪い

人に歩道橋は無理があります。和歌山市にはありません

が、徳島市には歩道橋にエレベーターがつけられていま

す。そういった事を行政に働きかけ、行政を動かざるを得な

い状態に働きかける。それができる団体である。 

・就労支援に関しては行政が行うことであり、ロータリーとし

ては行政に対して働き掛ける運動をすべきである。 

・支援する対象がロータリアンの推薦であるので、公募して

も良いのではないか？ 

・そもそも青少年を語る前に各々ロータリアンとして学び直

すべきである。 

と言った厳しい意見も出ました。 
 

その後美味しい料理とお酒を頂き楽しい会となりました。 

こと。 
 

２ 児童養護施設に対する支援について 

①就労者支援 

・ニーズがよく分からない。 

・どんなことに困っているか、アンケート等を実施しては。 

・経験者として永島さんにアイデアを聞いてみては。 

②職業体験 

・インターンシップは学校でもやっているはずなので、それ

との兼ね合いを考える必要がある。 

・出前授業を行う。 

・（先生ではなく）本人の要望を聞く。アンケート。 

・当クラブから提供できるメニューを示す。そこから選んでも

らう。 

 米山奨学金利用の６割は中国や韓国の学生で、自国で

は米山奨学金（日本発の奨学金） 

を受けた事を言わない。またお金に不自由していない家

庭の子が多い。 

これでは意味がない。 

・インターアクトがなくなり、100万円の予算が浮いた分を 

青少年育成資金に回してはどうか？ 

・学生対象だけではなく、就労者に対する支援も手厚くし

てはどうか？ 

 例えば、一人暮らしをするにあたりアパートの敷金、家賃

3か月分の支援など。 

7班 
日時：1月21日（月）18：30～ 

場所：ステーキ割烹富士 

リーダー：横田 

当番：宮本（保） 

委員：南方、吉村、山田（昭） 

メイキャップ：田村、坂東、 

        前畑 
 

テーマ報告 

１．会員増強について： 

会員増強のためにすべきこととして以下の意見がなされ

た。 

「会員拡大を増強するためには、各界に精通している会員



 

 

２０１８－２０１９年度テーマ：「 ロータリーを伝える 」 

             

             ニコニコ箱 

 

三木君・・・菅田さん おめでとうございます。 

宮下君・・・菅田さんをお迎えして♪ 

       嬉しい報告をありがとう。 

橋本忠美君・・・写真の御礼 1年分 

大桑君・・・ハワイで１ヶ月間乗馬とゴルフを楽しんで来まし 

       た。 

柴田君・・・週報の最後のページにフィリピンの報告写真を 

       載せております。楠部さんに写真をいただいて。 

藤林君・・・毘舎利さん、岩井さん、柴田さん ごちそうさまで 

       した。本日、IDMの発表させて頂きますので宜し 

       くお願いします。 

戸井君・・・石橋さん、林さん、岩井先生、橋本先生ありがと 

       うございました。 

林（芳）君・・・石橋さん、岩井さん、戸井さん ありがとうござ 

        いました。 

岩井君・・・バレンタインの夜に堀井さんと上西先生からとて 

      も素適な電話がありまりた。岩橋さん、石橋さん、 

      橋本先生、豊田先生ごちそうさまでした。 

野島君・・・楠部さんに写真いただきました！IDM協力あり 

       がとうございます！（青少年育成委員会） 

堀井君・・・無事 南極探検から帰ってきました。 

石橋君・・・ゴルフ同好会2月月例でハンディにめぐまれ 

       優勝させて頂きました。楠部さんに写真頂いて。 

前田君・・・楠部さんに写真をいただいた。 

坂東君・・・楠部さんに写真頂いて。 

玉井君・・・楠部会員に写真頂いて。 

大山君・・・楠部さんに写真頂いて。 

島村君・・・楠部さんに写真をいただいて。 

村上君・・・楠部さんよりデッカイ写真をいただいて。 

樫畑君・・・楠部さん、堀井さんに写真を頂いて。 

井口（廣）君・・・楠部さんに写真をいただいて。 

大野君・・・楠部さんに写真をいただいて。 

中村（和）君・・・楠部会員 写真をありがとうございます。 

橋本忠通君・・・クスベさんに写真いただいて。 

IDM残金・・・１班 

IDM残金・・・３班 

が核となって活動するほうが 

よいのではないか。」 

「JCや商工会議所青年部等で中心に活動をされている

方々と密に連絡をとれる体制を 

構築する必要がある」 

新規会員の推薦については、坂東会員から、現在、１名を

推薦すべく交渉中であるとの報告がなされた。 
 

２．和歌山市の内の児童養護施設に対する支援の強化に

ついて： 

「今回テーマとして①就労者に対する支援 ②職業体験 

③里親制度普及が挙げられて 

いるが、これらの３つのテーマ以外にも、児童養護施設とし

て支援が必要なことがあるのではないか」という意見が発せ

られたが、今回のテーマである３つの支援については以下

の意見がなされた。 

「②職業体験については、比較的ロータリーとして取り組み

やすいのではないか。 

特に、建築・医療介護等人材不足が指摘されている分野

の会員にインターシップとして職業体験の受け入れは、比

較的協力を得やすいのではないか」 

「③里親制度については、ロータリー会員が実際に里親に

なることは、個人としての負担が大きくなりすぎるのではな

いか、ロータリーとしては里親になる方々に対して 

なんらかの奉仕又は援助を行うほうがロータリー活動の趣

旨に合うのではないか」 
 

３ 所感：  ＩＤＭ開始から、横田リーダーの主導で活発な

意見交換がなされた。 

今回のテーマである会員増強は様々な困難が伴うが、各

界に交流の深いメンバーが中心となり、そのメンバーだけ

に頼るのではなく。ロータリー全会員が一丸となり取り組む

必要性を強く感じた。 

又、児童養護施設に対する支援強化については、ロータ

リー会員個人に負担のない範囲において、ロータリーとし

てできることは見出し積極的に活動していく必要性を強く

感じられた。 

2018-19年度 第８回ラジオ放送 

番組名 ：和歌山放送ＷＢＳ１４３１ 

      “小田川和彦の全開！ 

 火曜日” 〔コーナー：人間万歳〕 

提供：和歌山南RC 

放送日：２０１９年２月２６日（火） 14：00頃～約20分 

出 演 者：和歌山県警察本部 生活安全部 生活安全企 

           画課 犯罪防止総合対策室長 警視 崎口 忠 様 

テーマ：「和歌山県の治安情勢について」 

ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨｰ：小田川和彦さん 

IDMテーマ２報告を受けて 

野島好史青少年育成委員長 

沢山の提言有り難うございました。本年

後半の活動の参考にしていきたいと思

います。またまとめた資料を次年度にも

申し送りたいと思います。 


