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2017-2018年度 第 1042回例会 

宇都宮陽北ロータリークラブ会報 
会長：寺田美智子 幹事：古矢幸伸 会報委員長：五味淵郁章 

例会場及び例会日：ベルヴィ宇都宮 ≪火曜 12：30≫ 

事務所：宇都宮市宿郷 5-21-15ベルヴィ宇都宮内 

TEL:028-633-1165（ベルヴィ宇都宮） 

 

 

 

    

 

● ロータリーソング「それでこそロータリー」 

皆さんこんにちは。 

 本日のお客様をご紹介致します。 

 国際ロータリー第2550地区第 3グループ A佐伯秀利ガバナー補佐、地区会員組織委員徳原龍樹様、

10月入会予定の杉本勝様、ようこそお出でくださいました。 

 本日はガバナー補佐訪問です。佐伯ガバナー補佐、ご指導の程よろしくお願い致します。 

9月 24日(日)ロータリーリーダーシップ研究会(part1)にご出席の熊倉会員、ご苦労様でした。大

変良い研究会であったとお聞きしております後日お話を聞かせていただきたいと思っております。        

 「暑さ寒さも彼岸まで」と言いますが今日は彼岸の終日です。これからは秋たけなわ、食べ物も

おいしくなる季節となります。食べ過ぎて健康を損なわないようお気を付けいただき、元気で例会

にご出席いただけますよう、よろしくお願い致します。 

  

 

§10月 10日はガバナー公式訪問となります。 

公式訪問については、通常の例会時間と一緒となりますが、12:15にはガバナーがご来場されます

ので集合時間については厳守をお願いいたします。 

§来週末 10月 13日～15日にかけて地区大会となります。 

13日は、地区大会記念ゴルフ大会 

14日は、会長幹事育成セミナーおよび晩餐会 

15日は、本会議となります。お時間、場所お間違えの無い様宜しくお願いします。 

§ご案内ですが、12月 17日はリレーマラソン大会となります。 

スケジュールの調整をお願いします。 

 

 

   司 会      仲田真介  S.A.A 

 

 

 

 

   会長挨拶     寺田美智子 会長 

 

 

 

 

   幹事報告     古矢幸伸 幹事 
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§国際ロータリー第 2550地区第 3グループ A佐伯秀利ガバナー補佐 

         本日はよろしくお願い致します。 

§徳原龍樹様（地区会員増強委員・宇都宮北 RC） 

         本日はよろしくお願い致します。 

§寺田美智子会長 佐伯ガバナー補佐様、本日はよろしくお願い致します。また、9月 20日に結婚

記念（主人の命日）に素敵なお花が届きました。ありがとうございました。 

§古矢幸伸幹事  こんにちは。佐伯ガバナー補佐、本日はよろしくお願い致します。また、徳原

様、本日はご来場ありがとうございます。来月より入会が決まりました杉本様、

本日はありがとうございます。どうぞ楽しんでいってください。 

§三井良春会員  佐伯ガバナー補佐、本日はご苦労様です。ご指導の程、よろしくお願い致しま

す。 

§熊倉 学会員  本日の佐伯ガバナー補佐の来陽北 RCを心より歓迎致します。私が陽北 RCに入

るきっかけになった一つは佐伯先生のお蔭と思っております。ありがとうござ

いました。本日は、陽北 RCが更に良くなりますよう、ご指導の程、よろしくお

願い申し上げます。さて、明日宍戸カントリーでのゴルフコンペは、私も出た

かったのですが、これから福岡出張のため欠席となります。出られる方々は楽

しく頑張ってください。 

§長 正英会員  佐伯ガバナー補佐、本日はよろしくご指導お願い致します。 

§仲田真介会員  佐伯ガバナー補佐、本日はよろしくお願い致します。 

 

 

9月 24日(日)ロータリーリーダーシップ研究会(RLI)が開催されました。地区内 51クラブ 40名 

参加、6グループの分科会として「リーダーシップの本質をつかむ」「私のロータリー世界」「倫理 

と職業奉仕」「財団位置・私達の財団」「会員を引き込む」「奉仕プロジェクトを創造する」の分野 

に分かれ討議しました。全 3回の研修となり全研修参加で修了証が発行されます。 

 全国 34地区のうち 21クラブがこの研修を検討、現在 18地区が行われています。当地区は 19 

番目の実施となります。詳細は後日発表致します。 

 

 

§来週より毎月曜日に練習を致します。ご参加をよろしくお願い致します。 

 

 

§明日 27日(水)笠間宍戸カントリーヒルズに於いて、ゴルフ愛好会を開催致します。 

 8：30集合、9：00スタートとなります。よろしくお願い致します。 

 ニコニコボックス委員会報告 湯浅 定 委員長 

 

 

 

 

   地区ロータリーリーダーシップ研究会報告  熊倉 学委員 

 

 

 

 

   野球愛好会報告     長 正英 監督 

 

 

 

    ゴルフ愛好会報告    髙橋順也 会員 
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国際ロータリー第 2550 地区 

 第 3 グループ A 佐伯秀利ガバナー補佐 

 

 

私たち日本のロータリーは 2020年に 100周年という節目を迎えよう 

としています。そんな中、インターネットはメディア発展史上最大級の 

社会的影響を与えるものとされ、人工知能の発達もあり、未来を予測することは困難を極めるような気

がします。そのような状況の中で、ＲＩは時の流れの速い現代社会においてロータリーの競合団体が多

くなり、ロータリーの特色が薄れ、会員のメリット、価値が薄れてきているため高いビジョンを持ち続

け、行動することが必要だと説いています。そして正直に語り合える楽しい仲間を作り、目標に向かっ

て進む仲間を応援し、相手に対する思いやりや、奉仕の方針を常に持つことが大切だと、第 2 ゾーンロ

ータリーコーディネーター田中正規氏は述べております。私自身も、宇都宮城址公園にロータリー100年

を記念して作成された、ロータリーの碑文「ロータリーは人を作り 友情を育てる」という言葉を目標

にするようになってきました。 

 今回は、皆さんの意識啓発と思い知的障がい者とスペシャルオリンピックスを紹介したいと思います。 

日本理化学工業は従業員 81 人の会社です。その内 60 人が知的障がい者であり、27 人は重度という事で

す。昭和 12年創業であり、35年に 2人から採用を始め今日に至っています。主に学校に収めるダストチ

ョークを生産しています。最初の採用にあたり、禅寺のお坊さんより、「人間の究極の幸せは、第一に愛

されること、二つ目は褒められること、三つ目は人の役に立つこと、四つ目は人に必要とされること」

であり、「福祉施設で大事に面倒を見てもらう事が幸せでなく、働いて役に立つことこそが人間を幸せに

するのだ」と教えられ雇用し始めたそうです。社員全員で、整理・整頓・清潔・清掃・しつけ当番をつ

くり、班長を決め責任感と誇りを待たせるようにしているそうです。 

 それでは、知的障がいとはどういうものでしょうか？ 

一般に次の 3点がそろっていることとされています。 

1） 知的な能力の発達に明らかな遅れがあること。ＩＱがおよそ 70以下の場合。 

2） 適応行動をすることに明らかな難しさがあること。 

・言語を理解する・表現する。お金の価値を理解する。 

・人との関係を築く。法律や決まりを守る。 

・食べることや歩くこと、衣服のぬぎ着などの動作ができる。食事の準備や掃除、整理整頓 

３）その障害が発達期におこっていること。概ね 18歳まで 

 

それでは知的障害者の特徴とは、どういうものでしょうか？ 

1） 言葉の発達が遅れる。 

話し出すのが遅れること、その他に発音がはっきりしない。ただ話す言葉が少なくても、頭の中には

たくさん知っている言葉のある場合があります。 

２）ものごとを理解するのに時間がかかる。 

  「あか」「きいろ」「みどり」などの色が違うという事などを理解するのに、個人差はありますが時

間がかかります。  

   クラブフォーラム 
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３）いろいろな生活技術を身に着けるまでに時間がかかる 

自分で靴下をはくことなど 

４）初めての事や変化が苦手 

毎日乗っているバスの色が塗り替えられていると違うバスだと思って乗らない。 

５）記憶することが苦手 

いっぺんにいろいろなことを伝えると、そのうちの一部しか耳に残らないことがあります。 

６）集中が長続きしないことがある。 

７）自分で決めることに慣れていない 

「自由にしていていいよ」と言われると何をして良いのか決められないことがあります。 

８）順番を待つのが苦手 

一つの事を身につけるのに時間がかかるため、順番や勝ち負けをなどのルールは理解しにくいよう

です。 

９）動作がぎこちないことがある 

2つの事を同時に行う事が苦手だったりするため、歩き方や姿勢にぎこちないことが多いようです。 

１０） 手先が不器用なことがある 

箸や指で物をつかんだり、字を書くといった動作も苦手なようです。 

１１）思ったことや感じたことをそのまま言ってしまう事がある 

  相手にとって嫌な事でも平気で言う事もあります。 

１２）人に頼ってしまう 

   他の人と同じようにうまくできないことが、日常のあらゆる場面で起こるために、失敗するので

はないかと不安になったり、自信が持てないことから生じます。 

 

皆さんの意識啓発になりましたでしょうか？ご清聴ありがとうございました。 

 

§第 2550地区会員組織委員会 徳原龍樹委員より、会員増強についてのお話がございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告    薄久保大輔 委員長 

 

会員数   32名  前々回ＭＵ   1名 

出席数   23名   前々回訂正   22名 

欠席数     9名   前々回訂正率  

出席率  71.88％        68.75％ 

例会予定 

 

10 月 3 日(火)  米山奨学生卓話 
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日付 プログラム 例会場 

第 1044 回 

10月 10日(火) 
第 2550 地区 太城敏之ガバナー公式訪問 ベルヴィ宇都宮 

第 1045 回 

10月 15日(日) 
第 2550 地区 2017-2018 年度 地区大会 宇都宮グランドホテル 

10月 17日(火) 振替休会（15 日地区大会）  

第 1046 回 

10月 24日(火) 
夜間例会 観月会 ベルヴィ宇都宮 

第 1047 回 

10月 31日(火) 
招待卓話 自衛隊栃木地方協力本部長 奥村晶一様 ベルヴィ宇都宮 

 

   プログラム 

 

 

 

 


