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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

発達障害に関する講演会の報告
社会奉仕担当　木津　龍平

　２月13日（土）をロータリーデーとして、「発達障害のある子どもの理解と支援のあり方」
講演会を午後１時半より４時まで、ハイトピア伊賀5階ホールで実施しました。講師には、児
童発達支援の専門家として30年間にわたり御活動いただいている姫路市総合福祉通園センター
所長の宮田広善先生にお願いをし、２時間約80枚にもわたるスライドにより、深く、懇切、丁
寧に分り易く御説明いただきました。
　御不自由なからだで遠路、伊賀まで足をお運びいただいた先生には感謝のことばもございま
せん。厚く御礼申し上げる次第です。
　聴講にお出かけいただいた方々は、幼児・子どもさんの育成に携わる人々や、お子様をお持
ちの方々を中心にほぼ200人に達し、会場はほぼ満席となり、御出席の皆様方終始熱心に耳を
傾けていただきました。
　一般市民の方々が、如何に発達障害の知識に飢えているかを示しており、今回の講演会を契
機に、さらに関係の皆様方と協力して、伊賀全域にわたり発達障害への理解が拡まり、深まる
よう努められたらと願うのであります。
　末筆ながら、御協力いただきました、全クラブ会員に担当として厚く感謝申し上げます。
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3 月クラブ行事予定 〔告　　知　　板〕

２月例会の一コマ

１日　11：30　第９回定例理事役員会
　　　12：30　例会（3032）クラブの日
　　　13：40　第３回次年度理事役員会

８日　12：30　例会（3033）
　　　　　　 卓話　伊賀法人会青年部
　　　　　　 部会長　山本大介氏

17日　18：00　例会（3034）
　　　　　　 上野・上野東ロータリークラブ合同例会
　　　　　　 於　上野フレックスホテル

21日　11：30　例会（3035）　於　上野運動公園野球場
　　　　　　 少年野球教室（12：30〜15：00）

29日　18：30　夜間例会（3036）
　　　　　　 クラブ管理委員会担当

◎少年野球教室
　３月21日（祝）　野球教室　12時30分〜
　於　上野運動公園野球場
　（雨天時　於　上野運動公園体育館） 

◎会長エレクト研修セミナー
　３月12日（土）〜13日（日）
　於　ひだホテルプラザ

◎ギア倶楽部３月例会
　（上野・上野東合同例会）について
　３月17日（火）　於　アリジCC

◎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

▲左橋君　新会員推薦表彰（2/2）

▲蕉門ホール語り部塾　西出孝子氏（2/23）

▲本城君　ギア倶楽部12月例会優勝（2/2）

▲蕉門ホール語り部塾　葛岡エミ子氏（2/23）

▲中勢・伊賀グループガバナー補佐　飯田勉氏訪問（2/9）

▲今岡君　ギア倶楽部１月例会優勝（2/2）

▲卓話　日本画家　松永　伸氏（2/9）
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幹事　小坂　元治

　２月14日（日）に岐阜グランドホテルで開催
された職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕合同研
修セミナーに参加してきました。
　セミナー開催の趣旨説明の後、職業奉仕部
門カウンセラーの服部芳樹さんによる「ロー
タリーの崩壊と原点」の基調講演が行われ、
次に第2500地区パストガバナーの小船井修一
さんによる「ロータリーの変化と日本の役割」
の講演会がおこなわれました。
　両講演とも共通して言っていたことが、昨
今、国際ロータリー（RI）は戦略計画実現のた
め統括命令組織を確立して、大きく変貌しク
ラブの存在目的はRIの計画通り人道奉仕と
寄付がすべてとなるということでした。よっ
て今後日本のクラブは伝統的な日本のロータ
リー文化型とRI戦略委員会に統括されるボ
ランティア・寄付団体の二極分化していき、
本来の職業奉仕・奉仕の理想であるロータ
リーが腐敗していくというような危機感を感
じさせられる講演でありました。　　　
　このセミナーを受け、我々クラブのロータ
リーの目的、理念また今後のCLP、長期計画
をどのように進めていくかを考えさせられま
した。

副幹事　中森 良文

　国際ロータリー第2630地区2015−2016年
度 職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕部門 合同
研修セミナーが２月14日（日）に岐阜グランド
ホテルで開催され上野ロータリークラブから
６名が参加しました。午前は地区国際奉仕委
員長宮崎弘夫氏によるセミナー開催の趣旨説
明、岡田信春ガバナー、剱田廣喜ガバナーエ
レクトの挨拶が行われました。その後休憩（軽
食）を取りました。午後は職業奉仕部門カウ

ンセラーの服部芳樹氏による基調講演「ロー
タリーの崩壊と原点」が行われました。続い
て第2500地区PDGの小船井 修一氏による講
演「ロータリーの変化と日本の役割」が行わ
れました。その後休憩して質疑応答、プロ
ジェクト部門カウンセラー加賀修氏による謝
辞が行われ合同研修セミナーが無事終了しま
した。
　基調講演では多くのクラブは見失ったもの
に気が付かず衰退の途を辿っている。数を増
やすことだけを考え、はたして発展できるだ
ろうか。誇りある日本のロータリー文化が崩
壊しつつある。これに対処しようとする知識
と情熱のあるロータリアンは幾人いるのだろ
うとセミナーの参加者に問いかけられ勉強を
させていただきました。

職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕
合同研修セミナーに参加して
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第3028回　28.2.2　晴
�点鐘：鉃﨑薫会長
�司会：中森良文君
�Song：「君が代」、「奉仕の理想」
�ビジターズ：宮田・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　85.71％　欠席者=福増・
宮田・市川・磯山・木津の５君。②前々回の修正　90.9％
メークアップ=なし。
�誕生日祝い：吉岡・余野部・桃井・左橋さん（ソング）
の４君。
�会長挨拶：＊マイナス金利の話。＊金（ゴールド）の
採集方法について。
�幹事報告：＊理事役員会の報告。＊上半期決算報告
について。＊創立記念例会（1/19）の決算報告。＊春の
家族会について４月５日（理事会は4/12に変更）。＊ロー
タリーデー事業発達障害の講演会（2/13）、欠席される
方は2/16にサンピアにて受付します。＊少年野球教室

（3/21）について＊ロータリーレート２月１ドル120円。
＊米山、Ｒ財団の確定申告の用紙をボックスに入れて
ありますので、よろしくお願いします。
�委員会報告：なし
�ニコBOX：宮田・中里・長谷川（上野東）（お世話にな
ります）、本城（ギア倶楽部12月例会優勝を自祝して）、
市川（本日、欠席のお詫び。次年度理事の皆さん、来週
２月９日例会終了後、次年度理事会を開催しますので
よろしくお願いします）、吉岡・余野部（誕生日を自祝
して）、桃井（誕生日を自祝して、本日早退のお詫び）、
山本（本日早退のお詫び）の各君。
�ロータリーの友の読みどころ：左橋君
�卓話：クラブの日
　次年度ガバナー補佐候補　中村晶宣君 

第3029回　28.2.9　晴
�点鐘：鉃﨑薫会長
�司会：中森良文君
�Song：「我等の生業」、「スキー」
�ビジターズ：恒岡弘二（上野東）の１君。
�ゲスト：＊中勢・伊賀グループガバナー補佐　 飯田
勉氏。 ＊日本画家　松永　伸氏。
�出席報告：①本日の出席率　96.96％　欠席者=別所
の１君。②前々回の修正　96.96％　メークアップ=稲
濱（鈴鹿シティ）、神戸（上野東）の２君。
�会長報告：＊水素水と健康について。
�幹事報告：＊中勢・伊賀グループガバナー補佐飯田
様の訪問。＊2/14合同研修セミナー開催。＊2/13ロー
タリーディー事業、講演会開催（2/16の振替）。＊例会
変更。
�委員会報告：＊職業・社会奉仕委員会より　2/13発
達障害に関する講演会の役割分担・スケジュール。
�ニコBOX：飯田勉AG（久居）（今年度、大変お世話になっ
ております。今後ともよろしくご指導のほどお願いい
たします）、恒岡弘二（上野東）（お世話になります。本

上野ロータリークラブ　　例　会　記　録

年もよろしく）、鉃﨑（飯田AG、本日ヒアリング有難う
ございました）、小坂（松永先生、卓話よろしくお願い
します。飯田AG、本日ヒアリング有難うございました)、
中村（飯田AG、本日はご苦労様です）、廣澤・吉岡・市川・
山出・山下・山口・鹿野（松永伸さん、ようこそおいで
下さいました。本日、卓話よろしくおねがいします）
の各君。
�卓話：＊中勢・伊賀グループガバナー補佐　飯田　勉氏
　　　　＊日本画家　松永　伸 氏

第3031回　28.2.23　曇り
�点鐘：鉃﨑薫会長
�司会：中森良文君
�Song：「それでこそロータリー」、「北国の春」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：蕉門ホール語り部塾　西出孝子氏、葛岡エ
ミ子氏
�出席報告：①本日の出席率　97.14％　欠席者=山本
の１君。②前回の修正　93.33％　欠席者=川向・稲濱
の２君。③前々回の修正　100％　メークアップ=別所

（上野東）の１君。
�会長報告：＊２月13日開催の発達障害についての講
演会にはたくさんの方にお越しいただき、成功裡に終
わった。
�幹事報告：＊クリーンウォーキング（3/5）はメイクの
対象になります。＊2016〜17のロータリー手帳の注文。
＊例会変更。
�委員会報告：＊木津君より　発達障害の講演会（2/13）
を無事終了のお礼。
�ニコBOX：小坂・市川・榊原（西出様、葛岡様ようこ
そお越しくださいました。本日卓話よろしくお願いし
ます）、別所（９日例会欠席のお詫び）、神戸・伊藤（本日、
早退のお詫び）の各君。
�卓話：蕉門ホール語り部塾　西出孝子氏、葛岡エミ子氏
　　　　「伊賀の里 民話語り」

ギア倶楽部　２月例会成績
2016年２月21日（日）　於：榊原温泉ゴルフクラブ
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廣澤　浩一
澤野　周勇
余野部　猛
伊藤　康彦
磯山　喜広
本城　　髙
山下　雅一
桃井　房夫
鉃﨑　　薫

ニアピン　澤野　周勇・廣澤　浩一


