第２４５３回例会報告議事録
日時 ２８年１１月１５日（火曜日）
場所 川村学園女子大学 我孫子キャンパス内 会議室
時間 １２：１５点鐘

ロータリーソング「それでこそロータリー」
ビジター : 柏南RC会長 森 秀樹 様
ゲ ス ト : 千葉県立特別支援学校流山高等学校
		 細田大樹 様・張 文明 様
オブザーバー : ㈲武蔵野不動産 藤本行宜様
S . A . A . : 渡邊会員

会長挨拶

鈴木会長
１１月１０日に情報委員会が開催されました。
５年未満の方は必ず出席というこ
とでしたが、本当に大勢の方が出席されていたことに驚きました。
４時半までびっち
り、
しかもディスカッションリーダーがそれぞれのテーブルに配置され司会をされて
いて、長かったですがとても濃い情報研修会だったと思います。ただ、後半のディス
カッションの方は大部分の方がいなかったのが残念でした。そんな中、我がクラブ
はほとんどの方が残っていて、残留率は５クラブの中でたぶん一番だったと思いま
す。我孫子クラブは会員数が少ない中でも熱心さがかいま見られ、頼もしく思いました。ありがとうご
ざいました。
寺嶋ノミニーの講評は的確で的をえていました。
私のテーブルには入会１ヶ月と３ヶ月の女性がいて、
２０年近く前に入会した頃のことを思い出しま
した。
ロータリーっていい所だよということをお伝えするのが私たちの仕事だと思い、和やかな時間
を過ごしました。
話は飛びますが、私は讃岐の出身で、先日、
プロフェッショナルというＮＨＫの番組の録画を家内
と見ました。讃岐うどん打ちの名人の方についての番組でした。
１１年目の弟子が休みの日の翌日に休んだ時、怒っていました。怒った後に、体調のすぐれない彼
におじやを作ってアパートまで届けていたことがとても印象に残っています。
その弟子はうどんについては大体合格点が取れていて８５点なのですが、後の１５点は何かと言
うと、
それは真心だと名人がおっしゃっていました。それはロータリーが言う「人のために」というか
慈愛とか愛とかいう種類のものだと思います。それは私たちロータリーにとっても永遠に付き合うテ
ーマではないかと思いました。
その番組を見て私は感動しました。飯でも食いながらうちの職員にも見せたいと思いました。
もし
必要であれば皆さんも見に来てください。
今日は森会長を初め、藤本さん、細田先生、文明さん、
よくいらっしゃいました。
どうぞよろしくお願
いいたします。
藤本さんは荒井会員と小中と同級生でいらっしゃいます。本日、臨時理事会を開きますので、
もま
せていただいて入会ということになると思います。
ありがとうございました。

親睦委員会報告

村越委員長
来週２２日は夜間家族親睦例会を予定しております。
１１月１７日はボジョレーヌー
ボーの解禁日です。解禁日ではないのですが、我孫子駅南口のイタリアンレストラ
ン、
プレッツァをお借りしてボジョレーヌーボーとワインとそれに似合う料理を楽し
む会を予定しております。
１８時３０分点鐘です。
まだ出欠のご連絡のない方は是非
出席していただきますようお願い致します。

出席報告

１８名出席（全員で２３名） 出席率７８. ２６％

鎌田委員長

社会奉仕委員会報告

服部委員長
入会して４年１０ヶ月の真心いっぱいの服部でございます。
（笑）
１２月４日
（日）午前に市役所の手賀沼課主催の手賀沼ふれあい清掃というもの
があります。我孫子ロータリーは団体として参加したいと思っております。後ほど出
欠表を回しますので、出欠のご意向をお知らせください。
８時４５分迄に手賀沼公園に集合で、清掃は９時から１１時半です。軍手や清掃
道具はクラブで準備します。参加される方は汚れてもよい服装でお越しください。
今、我孫子クラブでジャンパーを頼んでおります。背中と胸に我孫子ロータリークラブのロゴを入
れます。黄色のジャンパーでサイズはいろいろ取り揃えて発注しています。今月末の例会の時にこち
らに納品してもらえるように手配しております。その時に持ち帰っていただいて１２月４日に着用して
お越しください。
どうぞよろしくお願いします。
本日、理事会の後に、社会奉仕委員会の打ち合わせを行いたいと思いますので、会長幹事と
上村会員と米田会員、
よろしくお願いします。

会員増強委員会報告

小池委員長
先日、会長と私とで元会員の柴崎神社の湯下さんのご子息にお会いして参り
ました。よい返事をいただきました。これから１人、２人と増やしていって、３０名
を目指したいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。

米山奨学会報告

塩毛委員長
特別寄付を閉め切らせていただきます。全部で２０万円集まりました。これを
地区の方に送金しまして、米山の活動に当てていただきます。ありがとうございま
した。

幹事報告

ご挨拶

木村幹事
・本日、例会後に臨時理事会を行いますので、理事の方はどうぞよろしくお願い
いたします。
・本日、流山高等学園の細野先生より手土産をいただいております。ありがとう
ございます。

柏南 RC 会長 森

秀樹 様
私の父はガソリンスタンドをやっていたのですが、同じ業種は同じクラブに入れ
なかったため我孫子ロータリークラブに入れなかったということで、森家と我孫子
クラブには浅からぬ因縁があります。沼南クラブができた時に無事ロータリークラ
ブに入ることができました。
今日参りましたのは、会長になったので１０分区内の全クラブを一通り回りたいと
思ったからです。会長になる際、他クラブやロータリーのいろいろなページを見て、
「会長になる方へ」という文章が出てきまして、
「まず分区内を回ってから、東京クラブ等の３００名
位のメジャークラブへメーキャップに行きましょう。それが気づきや成長の一歩になります」と書いて
あったからです。
曜日も同じ火曜なのでメーキャップはむずかしいと思うのですが、機会がありましたら柏南にも是
非いらしてください。

プログラム委員会報告

依田委員長
今日は佐藤会員の卓話を予定していたのですが、ご都合が悪いと言うことで
急遽変更させていただきました。
本日、千葉県立特別支援学校流山高等学園の細田先生方に寄付のお願いと
いうことで来ていただいているのですが、せっかくですので障害者の方たちの就
職状況や学校の活動等お話していただこうと思います。

ご挨拶

千葉県立特別支援学校流山高等学園 細田大樹 様

現在、高等部２年生の担任をしております。生徒の前で話すのは比較的慣れ
ているのですが、皆さんのような方とお話をするのは慣れておらず、かなり緊張
しております。
お時間いただきまして、特別支援学校（旧養護学校）、障害者を取り巻く環境
の現状などをお話させていただきたいと思います。
千葉県立特別支援学校流山高等学園は今年で２０年目を迎える学校です。
本校は軽度の知的障害を持った子ども達が通う学校で、１学年約９０名在籍しています。一般の
県立高校の受験のように国数英理社のテストではなく、学科を含めて一つのテストと、作業能力
検査、保護者を含めた面接を経て合格をした生徒が入ってきます。
学校では、お花や野菜、木工製品、縫製製品を作ったり、最近新しく福祉流通サービス科と
いう学科ができ、福祉、流通のサービスを学んでいます。
創立以来、９０％以上の生徒が卒業後に障害者枠で就職しています。最初の頃は製造業が多
かったのですが、最近では介護関係、清掃関係、特例子会社を含めた事務職、スーパー等に就
職しています。雇用形態としては、ほぼ全てが非正社員（契約社員、パート等）で、ほとんど時給
でスタートしています。平均すると月収１１〜１２万円からスタートして残業をして１５万円くらいで
す。
知的障害は等級に分かれていて、生徒たちは療育手帳という手帳を持っています。Ｂ２という
区分が一番障害が軽く、重くなるとＡになります。Ａは脳性麻痺のお子さんや重度のダウン症の
お子さんなど、コミュニケーションが取れなかったり意思表示ができないお子さんたちです。
我孫子市内からも２０名以上のお子さんが本校に通っています。本校の生徒は健常者に一番
近いＢ区分がほとんどです。
今日のお願いの一つでもあるのですが、本校では年に２回程、６月と１０月に、企業の方にご
協力いただいて約１〜２週間、現場実習として会社で実際に働く経験をさせていただいています。
ヤオコーさんですと１ヶ月間くらい年に３回程実習させていただいています。実習をしてみて、就
職するお子さんもいます。
実習を受け入れてくださる企業様がいらっしゃいましたら、お声かけしていただければと思い
ます。雇用していただけると助成金が出ることもあります。
知的障害を持つ生徒が通う学校ではあるのですが、精神障害を持った子ども達が最近増えて
きています。見た目も会話も普通で、なぜうちの学校にいるのかなと思うようなお子さんが増えて
きています。その子たちの背景を探ってみると、小中学校でいじめを受けていたとか、家庭で虐
待を受けているとか、母子家庭で経済的な理由で普通の学校に行けないとか、環境から来る発
達障害と思われるようなお子さんも増えてきています。
発達障害は区分でいうと精神障害の領域になります。日本全体を見ると、大人も子どもも含め
て７０万人の知的障害の方がいて、今、すごく増えているのが精神障害の方で約３５０万人いると
言われています。ここ１０年くらいで急激に伸びてきています。三障害の中で一番多かった身体
障害の数をこのままいくと上回って行くだろうと言われています。
松戸のハローワークでも、新規で登録する、働きたい障害者の方の８割９割が精神障害の方
だそうです。
発達障害の中には学習障害のＬＤ、多動性、衝動性等のあるＡＤＨＤ、自閉症などがありま
す。原因は生まれ持ったものと、家庭環境と言われています。
小中学校にほとんど行かなかったお子さんの場合、人とのコミュニケーションが取れなかった
り、勘違いや誤解が生まれていじめられてしまったり、言葉を知らなかったり、教科書を読めず
他の教科も勉強できずモチベーションが下がったりします。
正直、むずかしい生徒もいますが、基本的にはみんなとても素直で、活躍したい場面を求めて
いる生徒ばかりです。実習に行くと学校での評価とは違い、とても褒められて自信を持って帰っ
てくるお子さんもいました。

こうした活躍の場を提供していただけたらと思い、実習のお願いをさせていただきました。
また、１２月に修学旅行に行くのですが、記念品を生徒たちに渡せたらと思っております。そち
らの方もご協力をお願いできればと思います。
ありがとうございました。

プログラム委員会報告

千葉県立特別支援学校流山高等学園 張

文明 様
皆さんに協力していただいてＴシャツをぜひ生徒たちに記念品として渡したい
と思います。どうぞよろしくお願いいたします。
５月の周年記念の時にボランティアで通訳をするつもりだったのですが、お金
をいただいてしまったので、流山高等学園に寄付したいと思います。

流山高等学園への寄附について

依田会員
流山高等学園への寄付は流山ロータリークラブさんにもしていただいています。募金箱を回
しますのでお気持ちをいただければと思います。ぜひご協力お願いいたします。Ｔシャツは総額
２５万４千円かかります。
前回は流山ＲＣから１３万円寄付していただき、我孫子からは８万７千円寄付していただき、Ｔ
シャツを作ることができました。

ご挨拶

㈲武蔵野不動産 藤本行宜 様

我孫子駅南口商店街の武蔵野不動産の藤本でございます。今の会社は約
４５年前に父が興した会社です。私が戻ってから２５年経ちます。我孫子駅南口
商店街の商栄会という会があるのですが、物故会員である野田進会長のお勧め
で毎月第３土曜に夕焼けバザールを４年程行いました。野田会長から商栄会の
会長になってほしいと以前から言われていたのですが固辞していました。残念な
がら野田会長が亡くなられて、２年前から私が商栄会の会長を務めさせていた
だいております。我孫子市の商工会にも所属しております。
荒井光一君とは小中学校が同級生でした。荒井君とは不動産業をはじめ環境が大変似ており
ます。
どうぞよろしくお願いいたします。

ニコニコＢＯＸ

お名前
柏南RC会長
森 秀樹 様
藤本行宣 様
鈴木会長
米田会員

メッセージ
９月に宮年度同期ＯＢ会開催しました。会費の残金です。
次回は松本会員も参加して下さい。
オブザーバーとして参加させて頂きました。
地区ゴルフ３位賞のコーヒーメーカーを服部会員から頂戴しました。
手賀沼エコマラソン完走。
当 日 計
今期累計

金

額

３,０００円
３,０００円
３,０００円
１,０００円
１０,０００円
１４７,０００円

今週の表紙「武者小路実篤邸・我孫子山荘」我孫子市船戸2丁目21番9号

白樺派の創始者として有名な武者小路実篤は、大 正5～7年（1916〜18年）に我孫子に住んでいました。志
賀直哉や柳宗悦等と交流し、ここで「大和武尊」「ＡとＢ」などを執筆しました。「新しき村」の建設を唱え、
その発会式はこの邸内で行われました。
庭園は今も管理が行き届いており、当時の雰囲気をそのまま今に伝えています。

ロータリーの友事務局 ホームページ www.rotary-no-tomo.jp メールは web @rotary-no-tomo.jp
環境ＮＰＯオフィス町内会が中心となって２００５年に立ち上
げた新たな間伐促進活動が「森の町内会」
です。
この活動に
賛同して
「印刷用紙」
や
「コピー用紙」
を使用する企業は
２００９年９月現在、９２社にのぼり、その環境貢献として促進さ
れる岩手県岩泉町・葛巻町・青森県三沢市での間伐は、年
間３０haの規模になっています。グリーン購入大賞で大賞
を、山村力コンクールで林野庁長官賞を受賞しています。

この印刷物に使用している用紙は、
森を元気にするための間伐と
間伐材の有効活用に役立ちます。

我 孫 子ロータリークラブは、
環 境 貢 献として、
「 森の町内 会」 を応 援します。

