第２４７０回例会報告議事録
日時 ２９年３月２８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
ゲスト: 千葉県立特別支援学校流山高等学園
校長 向野 光 様
教諭 細田 大樹 様
教師 張 紋明 様

ロータリーソング「手に手つないで」
ビジター : なし
S . A . A . : 高島会員

会長挨拶

鈴木会長
今日は特別支援学校流山高等学園の先生方がみえています。
１２月の寒い時
期に村越会員と依田会員とお邪魔して、ハンディをお持ちになった大勢の高校生
の皆さんが背筋を伸ばして歓迎のまなざしで迎えてくださったことにまず感動しま
した。私の幼稚園にも障害をもった子ども達が１０名程いますが、そういう子達と
向き合う難しさと恵みというものがあります。校長先生はあと数日で教職をあがら
れるそうですが、
さまざまな物語をお持ちだと思います。
卒業と入学の時期です。先日、小学校の卒業式に行ってきました。卒業証書をもらう時に一人
一人が自分の夢を語っていました。幼稚園で２月、
３月に園長室で５、
６人ずつ一緒にお昼を食べる
お別れランチというのをやっていて、
そこで必ず夢を子ども達に聞いています。
私が出会った格言で「人生の旅の荷物は夢ひとつ」という格言があります。
とても好きな言葉で
す。
とりわけ苦労をした、ハンディを持った人たちの夢は中身が濃いと思います。
今朝のＮＨＫの朝のニュースで、家庭の事情で小学校にも中学校にも行けなかった３５才の女
性が司法書士になるために中学校に入り直して勉強をしているという話が紹介されていました。司
法書士になって困った人を助けたいというのが彼女の夢でした。
私も間もなく６９歳になりますが、旅の荷物をもう一度確認しながら歩んで行きたいなと思ってい
ます。
ロータリークラブは夢を実現するクラブだと思います。それは自分自身の夢もあるけれども、
人様の夢のお手伝いをすることも私たちの大事な任務のひとつかなと思っています。

鈴木会長より関根会員にホワイトデーのお菓子を贈呈

ご挨拶

向野 光 様
向かうという字に野原の野と書きまして「むくの」と申します。九州の方の名前
でございます。本日はお忙しい中お時間をいただきまして本当にありがとうござい
ました。
私共の学校は軽い知恵遅れを持った子ども達の１００％就職を目指す為の高
等学校です。
私がいつも職員に言っているのは「この子達にたくさんの自信を持たせてあげ
たい。知識ではなく経験、子ども達にいかに多様な経験を持たせてあげられるか、
それが私たちの
使命だ」ということです。
千葉県立特別支援学校流山高等学園 校長

３年前に森田知事が台湾との交流を促進しろという檄を県庁で飛ばしました。私共の主幹をして
おります特別支援教育課の課長がその場にいまして、台湾修学旅行ができるのはあの学校だろう
と私の所に電話をかけてきました。私はその場で「やります」と答えました。先週、沖縄に決まったば
かりでした。反対７割、賛成２割、
どちらでもよい１割という中でひっくり返しました。生徒も教員も「そ
んなの聞いてない、絶対に行かない、言葉が通じない」と言っていたのですが、帰ってきて、みんな
「本当によかった、楽しかった、
自信になった、
また行きたい」と言いました。子ども達の大きな自信
になりました。
皆様からいただいたお金で作った赤いＴシャツの軍団が台湾の高校生と非常にいい交流をして
参りました。向こうの校長先生と話し合って、是非ということで姉妹校の締結をすることになりまし
た。特別支援学校で海外の高校と姉妹校の締結をするのは日本で初めてではないかと思います。
皆様にいろいろなお力をいただきました。
そういう海外への修学旅行があったからかどうかわかりませんが、
クエストカップという、企業か
らミッションが降りて全国の高校生が取り組むというイベントで、全国１万３千人の応募の中から流
山高等学園がグランプリと言うトップに躍り出ることが出来ました。
「人間の本気を見せろ、感動を
与える番組を考えろ」というテーマのもと、一年間生徒たちが考えた番組を提案しました。
子ども達がいかに本気になれるか、
それだけの物を私達が用意できるか、
それが今回、皆様のお
力によりまして実現できたという事、心より感謝したいと思います。本当にありがとうございました。
この４月から、
ここ川村学園の児童教育学科で教鞭を取ることになりました。上におりますので例
会にはご挨拶に伺いたいと思います。あたたかい我孫子ロータリークラブに寄せていただいて、何
かのご縁なんでしょうねと思っております。
どうぞこれからもよろしくお願いいたします。ありがとうご
ざいました。

ご挨拶

細田 大樹 様
２年１０組を担任しております。生徒たちを目の前で見ていて、台湾の修学旅行
に行って本当によかったなというのが率直な感想です。
たとえば、
どちらかというと引っ込み思案だった男の子が、行く前はいろいろな
不安を話していたのですが、向こうでは積極的に交流し、帰ってからは３年生を送
る会の実行委員長に立候補しました。保護者の方も、
うちの子が行事等で立候補
したのは人生で初めてですとおっしゃっていました。
本校の生徒は生まれつきハンディキャップを背負っている生徒もいるのですが、
それ以外にも虐
待やいじめ、不登校だったりして入学してきた生徒も多数います。今回の修学旅行のようなことを
きっかけに、
自分がここにいてもいいんだ、
できることがあるんだと安心して言える環境が出てくる
と、
自分がやりたいことを自信を持って言える瞬間というのが見えてきます。
この仕事をしていて本
当によかったなと思えるのは、
その瞬間を見れる時です。子どもが変わる瞬間を見れることは喜び
です。
もう一人の女の子は社会福祉士になりたいと言っています。現実的に難しい側面もあるのです
が、彼女がそれをやりたいと思えたことがまずは出発点であり、すごいことで、そういう所に寄り添
って行けたらと思っています。
そういった機会をいただけたのが台湾への修学旅行で、
ご協力いただいたことに大変感謝をし
ております。本当にありがとうございました。
千葉県立特別支援学校流山高等学園 教諭

親睦委員会報告

村越委員長
先週の移動例会には多くの皆様にご参加頂きましてありがとうございました。
会員１３名、
ご家族４名ということで合計１７名で東京湾ディナークルーズに参加し
て参りました。
またいろいろ企画したいと思いますので、
ご参加ください。

出席報告

１８名出席（全員で２７名） 出席率６６.６６％
欠席者が９名。
業務の為：石原会員、佐藤会員、福武会員、湯下会員
入院の為：澁谷会員

伊東会員（代理）

我孫子ＲＣ５０周年記念事業実行委員会報告

上村委員長
今日、桜の植樹をする現場に行ってきましたところ、桜の木が来ていました。看
板も米田会員のおかげで整っています。水が出たとかいろいろあったのですが、対
処していただいて３０日の日を暖かく迎えられると思います。椅子も３０席用意して
いただいております。
３０日は９時半にジャンパーを着て現地に集合してくださいますようお願い致し
ます。駐車場はちょっと先に行った所にある駐車場が便利かと思います。
１１時に
は解散できると思います。式典終了後に記念撮影をいたします。依田会員のお兄さんの方にお願
いしております。ぜひご参加くださいますようお願い致します。

地区協議会について

服部次年度会長

４月２２日
（土）
に地区協議会が行われます。
出席予定者は、次期会長の服部、次期幹事の村越会員、各委員長として小池
会員、福武会員、米田会員、瀧日会員、佐藤会員、荒井会員、木村会員、石原会
員、松本会員、鈴木現会長、地区委員として依田会員です。
どうしても都合がつか
ない場合にはおっしゃっていただければと思います。
おととい次期会長として研修を受けて参りました。新年度に向けていろいろ準
備をしたいと思います。ありがとうございました。

幹事報告

木村幹事

・４月のロータリーレート＝１１６円
・４月４日（火）柏南ＲＣの観桜例会が６時より麗澤で行われます。
お時間のある方は是非ご参加ください。
・４月２７日（木）の親睦ゴルフと合同例会にも奮ってご参加ください。

卓話「手術の話」

木村幹事
手術の話というのはおこがましいのですが、どんな手術をしたのかと現状を
お話ししたいと思います。
１ヶ月半前の２月１３日に腰部脊柱間狭窄症の為に手術を行いました。私の
場合、背骨がひとつずれていて神経を圧迫して痛みが発生しているそうです。こ
の症状が出てきたのは３年前くらいなのですが、３０年くらい前のサラリーマン
時代から、疲れた時は朝に腰が痛く、つらい時はベッドの上でうつ伏せになって
家内に腰を踏んでもらわないといけないこともありました。
一度ぎっくり腰をした時は１ミリも動けない状態だったり、そんな時々の症状だったのが、３年
半くらい前から座骨神経がピリピリと痛み始め、治療をしていたのですが痛みが段々ひどくなり
ました。整形外科は３箇所行きました。どこも脊柱間狭窄症という診断でした。一箇所、特殊な
整形外科にも１年くらい通ったのですが、痛みがよくならず、決心して手術する事にしました。
椎骨の腰の部分の４番目の骨が５ミリずれていて、神経が圧迫されていて、ずれている骨を削
り、削った骨を特殊な容器に入れて椎骨と椎骨の間にはめて、２つの背骨を１個にするという手
術を行いました。それだけでは不安定なので２つの骨を固定する為のボルトを埋め込んで補強し
てあります。将来的に骨がくっつけばボルトは後で取り出しても大丈夫なのだそうです。
退院したのが丁度１ヶ月前で、１ヶ月検診に行ってきたのですが、ＣＲＰという数値が高く、感
染症だとちょっとまずいとのことでした。ということで要経過観察という状態です。
そんな状態なので、仕事の方は２割３割くらいしか出来ていないのですが、家にいても精神的
にあれなので、例会だけはなんとか出席したいと思っています。夜間例会などはちょっと欠席と
いう形でご迷惑をおかけすると思うのですが、その辺は多めにみていただければなと思います。
腰の痛みがある方は早めに対処をされた方がよろしいかなと思います。

澁谷会員の近況について

２２日に胆のうの手術をされたそうです。
今日か明日、
お見舞いに行ってこようかなと思っております。
柏市立病院に入院されています。

上村会員

閉会の言葉

鈴木会長
柏南の観桜例会の方、一人一人の料理ではないので、
ご遠慮なくたくさんお越し下さいますよう
お願い致します。たいてい我がクラブは参加者がわりあい少なく、他のクラブはわんさと行ってい
るクラブもあったりします。花を愛でながら５クラブの結束をはかれたらと思います。

ニコニコＢＯＸ
お名前
鈴木会長

木村幹事
関根会員
村越会員

メッセージ
先々週の例会 卒業式の為欠席致しました。
卓話させていただきました。
今後もご迷惑をおかけしますがよろしくお願いします。
ホワイトデーのプレゼントありがとうございました。
木村幹事、お大事になさって下さい。
当 日 計
今期累計

金 額
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
４,０００円
２８９,０００円

我孫子ロータリークラブ 50 周年記念樹植樹式が行われました。

我孫子ロータリークラブ50周年記念樹植樹式が、我孫子市長 星野順一郎様をお招きして、
３月３０日、
ゲートスポット
（手賀沼親水広場、我孫子市若松交差点付近）
にて行われました。

会長挨拶

ご挨拶

我孫子市長 星野順一郎様

今週の表紙「旧小熊邸」我孫子市本町3丁目10番

度重なる火災で由緒は不明ですが、延 暦年間（782～806年）に弘法大師が手賀沼の畔に草庵を結んで波
切不動尊を安置したのが始まりとされています。真言宗のお寺です。新四国相馬霊場76番礼所が境内にあ
ります。
明治22年（1889）には湖北小 学校の前身、湖北尋常小 学校が龍 泉寺に開設されました。現在は湖北保育
園が併設されています。

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。

