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四つのテスト
　言行はこれに照らしてから
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

　昨年に引き続き、２月25日（土）をロータリーデーとして、第２回目の「発達障害のある子ど
もさんの理解と支援のあり方」講演会を実施しました。会場はヒルホテルサンピア伊賀４階白
鳳の間、時間は午後1時半より3時半としました。
　講師には、伊賀市こども発達支援センターのセンター長であり社会福祉士であられる井上良

よ し

純
ず み

先生にお願いしました。先生は1974年より三重県職員となられ、知的障害者施設、児童相談
所、あすなろ学園、知的障害者更生相談所、児童相談センターを歴任され、2009年より伊賀市
こども発達センターにお勤めいただき、子どもさんとその親御さんに向き合ってその生涯をお
過ごしいただいてきた御方であると同時に、現役僧侶でもあられ、すばらしい講師に講演をお
願いできたと感謝しております。
　講演は ①発達障害とは　②集団生活を困難にする要因　③子供の好きなことや得意なこと
④発達障害児への対応　⑤日常生活での支援のポイント 等につき、具体的に微に入り細にわ
たって、１時間半お話しいただきました。
　聴講参加者は100人強であり、皆さん大変熱心にお聴きいただくと共に具体的質問も4件出ま
した。また、アンケート調査したところ、88人、聴衆の９割近い人が回答いただいており、「具
体的で、分かりやすく、子どもさんを育てるのに大変役立ちます」という回答が多く、聴衆の
皆さんに大変有益な講演であったと思います。我々ロータリアンも今後、子、孫、周辺の子ど
もさんに愛情を持って接してあげたいものと改めて感じた講演会でありました。
　井上先生に重ねて御礼申し上げると共に、御協力いただいた会員の皆様に厚く感謝申し上げ
ます。

追記：伊賀上野ケーブルテレビが７チャンネルで、１時間半の録画を３月10日（金）、11日（土）、
12日（日）の10時から、14時から、21時からの計９回放送します。講演会に参加できなか
った人や、もう一度聴きたい人はお聴きください。

上野ロータリークラブ公開講座
「第２回発達障害講演会」報告

社会奉仕担当 小委員長　木津　龍平



22

3 月クラブ行事予定 〔告　　知　　板〕

２月例会の一コマ

７日　11：30　第９回定例理事役員会
　　　12：30　例会（3081）クラブの日
　　　13：40　第３回次年度理事役員会

14日　18：30　例会（3082）
　　　　　　 上野・上野東ロータリークラブ合同例会
　　　　　　 於　ヒルホテルサンピア伊賀

21日　12：30　例会（3083）　会員卓話　別所泰広君
　　　　　　 「会長エレクト研修セミナーの報告」

28日　12：30　例会（3084）　会員卓話　福増久史君

◎会長エレクト研修セミナー
　３月11日（土）〜12日（日）
　於　上野フレックスホテル

◎ギア倶楽部３月例会
　（上野・上野東合同例会）について
　３月14日（火）
　於　富士スタジアムゴルフ倶楽部

◎３月生まれの会員
　９日 左橋　佳三君　９日 堀川　一成君　

12日 別所　泰広君　28日 福田　豊治君

▲会員卓話　伊藤康彦君（2/28）

▲小坂元治君　職業分類の説明（2/7） ▲伊賀市人権政策・男女共同参画課主幹兼男女共同参画係長
岩野敬子氏（2/14）

上野ロータリークラブ公開講座
「第２回発達障害講演会」（2/25）
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　去る２月５日（日）名鉄グランドホテルに

於いて、国際ロータリー第2630地区職業奉仕

研修セミナーに、職業奉仕担当の廣澤さんと

共に参加しました。プログラムは、岩田勝美

地区職業奉仕部門委員長（羽島）の点鐘に始ま

り、職業奉仕研究の第一人者として知られる

服部芳樹PGの基調講演「VOCATION　我々

に与えられた使命」を拝聴し、休憩を挟み質

疑、討議を行い、16時点鐘で終了しました。

　職業奉仕はロータリークラブの金看板と言

われますが、今回参加させていただき、様々

な議論がされ、考え方もそれぞれであると感

じました。帰る途中、廣澤さんと話している

中で自分なりに一番しっくりきたのは、職業倫

理を持って社会奉仕するということでした。

　講演の中で、「現在の職業奉仕の考え方で

は有償・無償は職業奉仕に関係ありません。

有償・無償で、職業奉仕と社会奉仕に分類す

ることはできない。」「最も良く奉仕する者最

も多く報われる」という言葉が印象に残って

います。

　今回、この様な機会に参加させていただき、

誠にありがとうございました。今後とも職業

奉仕を実践できるよう活動していきたいと思

います。

職業奉仕研修セミナーに参加して
職業奉仕・社会奉仕委員会　副委員長　伊藤　康彦

ギア倶楽部　２月例会成績
2017年２月23日（木）　於：榊原温泉ゴルフクラブ
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9
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伊藤　康彦
別所　泰広
澤野　周勇
余野部　猛
山本　禎昭
廣澤　浩一
井本　治見
桃井　房夫
磯山　喜広
福田　豊治

ニアピン　伊藤康彦・廣澤浩一・澤野周勇・別所泰広
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第3077回　29.2.7　晴
�点鐘：市川隆成会長
�司会：福増久史君
�Song：「君が代」、「奉仕の理想」
�ビジターズ：重藤（名張中央）、中里・長谷川（上野東）
の３君。
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　100％　欠席者=なし。
②前々回の修正　94.11％　メークアップ=稲濱（松阪山
桜）、鉃﨑（大阪難波）、別所（名張中央）の３君。
�誕生日祝い：吉岡・余野部・桃井・左橋さん（ソング）
の４君。
�会長報告：＊２月如月、上着を１枚羽織る月。＊天候が
不順なので体には気を付けて下さい。自分の体力を知っ
て、無理のないよう体力増進をはかりましょう。
�幹事報告：＊理事役員会の報告。＊上半期の決算報告
１月17日。＊創立記念例会の決算。＊本日はクラブの日。
職業分類について、親睦家族会について、発達障害の講
演会についての説明があります。＊発達障害講演会の例会

（2/25）に出席できないメンバーは2/21にサンピアにて受
付します。＊ロータリーレート２月１ドル116円。＊例会変更。
�委員会報告：なし
�ロータリーの友読みどころ：神戸君
�ニコBOX：重藤（名張中央）（お邪魔します）、中里（上
野東）（お世話になります）、長谷川（上野東）（寒い時節
にお邪魔します）、市川（発達障害公開講座と親睦家族
旅行のご参加よろしくお願いします。本日次年度理事
会欠席のお詫びとして）、余野部（誕生日76歳と今年喜
寿を自祝して）、吉岡（昭和４年２月２日、米寿らしい
です。誕生日を自祝して）、桃井（誕生日傘寿を自祝して）、
稲濱（２週連続、欠席のお詫びとして）の各君。
�卓話：クラブの日

第3078回　29.2.14　曇
�点鐘：市川隆成会長
�司会：福増久史君
�Song：「我等の生業」、「冬景色」
�ビジターズ：勝木（名張）の１君。
�ゲスト：伊賀市役所　人権政策・男女共同参画課主
幹兼男女共同参画係長　岩野敬子氏。 
�出席報告：①本日の出席率　82.357％　欠席者=本城・
神戸・木津・別所・榊原・伊藤の６君。②前々回の修
正　100％　メークアップ=稲濱（地区幹事会議）の１君。
�会長報告：＊本日のゲスト岩野さんに男女共同参画
についてお話を頂きます。よろしくお願いします。＊
発達障害の講演会開催について。
�幹事報告：＊本日の卓話について。＊次週の例会は

上野ロータリークラブ　　例　会　記　録
12時から開催。来られない方は２月21日にサンピアで
受付をします。＊例会変更。
�委員会報告：なし
�ニコBOX：勝木（名張）（お世話になります）、市川・
中森（岩野様、本日の卓話よろしくお願いします。本日
はしっかり勉強させていただきます）、今岡（元秘書の
岩野さんよろしく）、山出（本日の卓話、よろしくお願
いします）、鹿野（岩野さん、本日はチョコレートの代
わりに卓話よろしくお願いします）、桃井・山下（早退
のお詫び）の各君。
�卓話：伊賀市役所　人権政策・男女共同参画課主幹
　　　　兼男女共同参画係長　岩野敬子氏

第3079回　29.2.25　12：00点鐘
上野ロータリークラブ公開講座
「発達障害への理解を深める講演会」
�点鐘：市川隆成会長
�司会：福増久史君

第3080回　29.2.28　晴
�点鐘：市川隆成会長
�司会：福増久史君
�Song：「それでこそロータリー」、「早春賦」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：なし
�出席報告：①本日の出席率　87.87％　欠席者=鹿野・
宮田・山下・木津の４君。②前々回の修正　100％　メー
クアップ=伊藤（地区職業奉仕セミナー）、別所（名張中
央）、榊原（岐阜リバーサイド）、神戸・木津・本城（上
野東）の６君。
�会長報告：＊３月から奈良のお水取りの話。＊2/25
発達障害の講演会の報告（150名参加）。＊ケーブルで放
送されます。（3/10・11・12の3日間）＊赤まんまの会
イベントの案内（3/5、ハイトピア伊賀3Ｆ）＊親睦家族
会仮登録、本日締切です。よろしくお願いします。
�幹事報告：＊3/14上野・上野東合同例会18：30〜出
欠確認。＊例会変更。
�委員会報告：なし
�ニコBOX：市川（伊藤さん、本日の卓話よろしくお願
いします。山出委員長、木津社会奉仕小委員長をはじめ、
先週の発達障害公開講座開催にご尽力いただきました
皆様、ご苦労様でした）、伊藤（本日卓話させていただ
きます。よろしくお願いいたします）、福田・桃井（早
退のお詫び）の各君。
�卓話：伊藤康彦君「職業奉仕研修セミナーの報告」


