
   
         

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【点鐘】 

【ロータリーソング斉唱】 

【ゲストビジター紹介】 

次年度ガバナー補佐 新井 進様 

財団学友会長    服部純一様 

 

【会長あいさつ】           荒井信宏会長 

 

 

皆様、こんにちは。ここのところ寒さが一段と厳しくなって

来ましたね。それとともにインフルエンザも世間では流行

ってきたようです。私もこの前の3連休に胃腸の風邪にか

かってしまって殆ど布団の中で過ごしました。とても辛く、

とても退屈な時間でした。 

  改めて健康であることの有難味を感じた次第です。 

 

さて、本日は越谷ロータリークラブから第8グループ次

年度ガバナー補佐の新井進様にお越し頂きました。後ほど、

ご挨拶をよろしくお願い致します。 

また、昨年の11月に続いてＲＩ第2770地区財団学友会

会長の服部純一様にお越し頂きました。我クラブではいよ

いよ 2月 3日から9日にかけて地区補助金（大口枠）を利

用したモンゴル障害児童支援事業を実施しますが、それに

際して当該事業の理解を深めるために卓話を頂くことに

なっています。服部先生、どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

本日はＩＭの役割について池田ＩＭ実行委員長からお

話を頂くことになっておりますが、ＩＭの語源について少

し触れて見たいと思います。 

ＩＭと言うのは、IntercityMeetingn の略語であり、昔

はＩＣＧＦと言っていたようです。これは Inter-City 

General Forum の略語であって、都市連合フォーラムと訳

されていました。その後、Inter-Cityは一つの言葉だとい

うので、ＩＣＧＦのＣを省略してＩＧＦとなり、それから

現在のＩＭになりました。 

従って、ＩＭの実体はフォーラムであるということです。 

 

最後に再びのお願いになりますが、1月 26日は第 8グル

ープのＩＭ・合同新年会がギャザーホールにて開催されま

す。越谷南クラブは今回、大熊ガバナー補佐のもとホスト

クラブでもありますので、皆様の参加、よろしくお願いい

たします。 

【幹事報告】           中村直弘幹事 

 

 年が明けて下期になりましたので、会費のお支払をお願

い致します。また、以前ご案内差し上げましたが、スマ

イルの一括払いが理事会で承認されておりますので、ご

希望の方はご連絡ください。 

 地区より第 31 回インターアクト協議会及び韓国訪日団

歓迎会の案内が届きました。2月10日(日)、伊奈町にあ

る埼玉県県民活動総合センターにて、インターアクト協

議会が10:00-12:00、昼食交流会が11:35-12:50、韓国訪

日団歓迎会が13:00-16:00に行われます。参加希望の方

は1月21日(月)までにご連絡ください。 
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【委員会報告】 

青少年奉仕委員会 仁多見委員長 

 

本日例会終了後に委員会を開きますので委員の皆様宜しくお

願い申し上げます 

プログラム委員会 石川委員長 

 

例会終了後プログラム委員会を開催しますので宜しくお願い

します。 

【お客様ご挨拶 】 

次年度ガバナー補佐 新井 進様 

 

皆様こんにちは 

越谷ロータリークラブの新井と申します。 

来週のＩＭにて正式に現ガバナー補佐の大熊様より正式に紹

介があると思いますので、勇み足かなとは思いますが、実は

今日いらっしゃってる服部先生と深井さんのところでの餅つ

き大会で久しぶりにお会いしまして、卓話をすると伺いまし

て是非聞きたいなと思って馳せ参じたわけでございます。 

 越谷南ロータリークラブの皆様には日頃からお世話になっ

ております。 

服部先生が西方小学校校長先生をなさっておりました。 

私も３５年くらい前息子が通ってましてPTA会長を10年くら

いさせて頂いてまして、今度は孫が入学するようになりまし

て、ちょうどそのころ服部先生が着任されてきたわけです。

その時に、「新井さん大丈夫ですよ。私はその道専門だから何

も心配することないよ」と強い励ましの言葉を頂いてお陰様

でその後無事に成長し今大相模中学校に通ってます。 

      

実はすごいおどろいたことがあったんです。 

「僕はロータリ-財団奨学生なんだよ。」その話を最初に伺っ

た時にロータリーという縁がこういうところにあるんだと。

しかも「財団奨学生をうけて自分が今あるんだと。発達障害

に対して勉強にアメリカへ行かせてもらったんだよ」。そうい

う事でロータリーに関しては特別な感情をお持ちでいらっし

ゃるとお話を伺ってロータリーは人と人のつながりが深い 

なと実感しました。 

 

【3分間スピーチ 】ロータリー情報 中島賴光委員長 

 

 
職業奉仕に関する声明  （1987年ＲＩ理事会、採択） 

職業奉仕とは、あらゆる職業に携わる中で、奉仕の理想を生

かしていくことをロータリーが育成、支援する方法である。 

職業奉仕の理想に本来込められているものは次のものである。 

1） あらゆる職業において最も高度の道徳的水準を守り、推

進すること。その中には、雇主、従業員、同僚への誠実、

忠実さ、また、この人たちや同業者、一般の人々、職業

上の知己すべてへの厚生な取り扱いも含まれる； 

2） 自己の職業またはロータリアンの携わる職業のみならず、

あらゆる有用な職業の社会に対する価値を認めること； 

3） 自己の職業上の手腕を社会の問題やニーズに役立てるこ

と。 

 

職業奉仕は、ロータリークラブとクラブ会員両方の責務であ

る。クラブの役割は、たびたび職業奉仕を実践して見せるこ

とによって、また。クラブ自身の行動に職業奉仕を生かしこ

とによって、模範となる実例を示すことによって、さらに、

クラブ会員が事故の職業上の手腕を発揮できるようなプロジ

ェクトを開発することによって、目標を実践、奨励すること

である。クラブ会員の役割は、ロータリーの原則に沿って、

自らと自分の職業を律し、併せてクラブ開発したプロジェク

トに応えることである。 

 

職業奉仕採点表をお配り致しました。帰ってからやってみて

ください。 

 



【ＩＭの役割について 】ＩＭ実行 池田玄一委員長 

 

皆様こんにちは 

いよいよ来週はＩＭとなります。皆様に情報が伝わってない

かと思いますので、情報を共有したいと思います。 

大熊水町池田で大体決めていますが、変更になることもある

と思います。 

役割分担の資料をご覧ください。 

皆さんに共有して頂きたいのでお伝えします。 

 

１０：３０集合で準備し、１２時に昼食取ります。 

13時受付でお出迎えの予定です。当日宜しくお願いします 

 

【モンゴル障害児童支援事業 概要説明】  中村幹事           

 

概要説明させて頂きます。 

プロジェクトの体制は服部先生に主体となって頂いておりま

す。 

国際奉仕には来日する方の手配、接待 

発案者の浅水さんと私が海外との調整をしております。 

予算は地区から１1０万円。クラブから２０万円 

日にちは 2/3(日)〜2/9(土) モンゴルから６名来日 

4日～7日がプロジェクトの実施日 

4日埼玉県関連の施設訪問 

4-6日越谷市内の施設訪問 

7日県立越谷特別養護学校訪問 

8日金曜日は観光の予定です。 

 

 

 

 

 

【卓話 】第2770地区財団学友委員長 服部純一様 

モンゴル障害児童教育視察団と越谷の障害児教育について 

 

この地区の財団学友委員会会長の服部です。 

１１月１日に財団奨学生のお話はさせて頂きましたので、本

日はモンゴル障害児童教育視察団と越谷の障害児童教育にあ

るいは埼玉の障害児童教育ついて特化してお話させていただ

きます。 

 モンゴルというと遊牧民のイメージが強いかと思われてい

らっしゃると思いますが、うんと地方に行けばそうかもしれ

ませんがウランバートルだとか今回来るエルデネットは鉱山

がある工業都市です。都市部は普通の都市と変わりません 

私は障害児教育をさせていただいて、桜井南小、西方小で

校長をしました。障害児教育のレベルがその国の社会のレベ

ルに比例すると思っております。 

ということで、モンゴルがロータリーの力を借りながら障害

児教育を充実させようとしているのは、モンゴルの一般の教

育から更に障害児教育へと成熟してきたところなんだと思い

ます。 

ロータリー財団のグローバル補助金にも識字率を挙げる

という項目があります。日本で識字率は非常に高い。江戸時

代の都市部は９０％の方が字が読める。農村部でも 30〜４

０％の識字率です 

明治５年学校法が出来、義務教育が始まりました。 

廃人学校の記述が学制にありましたがも始まりましたが、こ

の言葉はキツイですよね。でもこの当時これにかわる言葉が

ありませんでした。 

明治１１年京都に盲ろう学校は創設され認識が深まって行き

ました。そして長野県松本市の開智学校では明治２２年から

特別支援が始まってます。しかし、その後なかなか日本の 

障害児教育進まず昭和５２年越谷養護学校が出来ました。 

５４年に障害児教育がようやくはじまったと言うわけです。 

障害児とはどういうのか？ 

例えば私は視力が 0.2 と 0.02 です。メガネを掛ければ車

の運転が出来ます。しかし飛行機・船の操縦免許は裸眼０．

８以上でないと受けらえれない障害があります。でも上手く

メガネをかけることで障害なく生活できます 

さかなクンはギョギョーと時々キーの高い声を発する発

達障害です。でも魚に関する特化した知識によって東京海洋

大学の客員教授になり名誉博士を取りました。 

パラリンピックのアスリートもそうですね。車椅子を使う。 

義足を使う。そしてアスリートが戦える基準を設ける。これ



が支援なんですね。つまり障害といっても色々ですから、一

部不可能な部分をカバーする事、その障害をうまく補えばい

いわけです。 

これから来るモンゴルの方々に埼玉県立小児医療センタ

ーと埼玉県発達障害総合支援センターを見学して頂きます。 

埼玉県立小児医療センターは岩槻にあった小児医療セン

ターが新都心に移りました。ここは最後の砦みたいなもので。

越谷市内で例えば超未熟児であったり、心臓に問題があり差

し障る場合、町の産婦人科から越谷市立病院・獨協医科大学

病院へ行きます。そこでもっと高度な医療が必要な場合そこ

から小児医療センターを使う。といったシステムができてい

ますね。 

小児医療センターの南側に発達障害総合支援センターが

あります。発達障害総合支援センターは、発達障害の支援が

できる人材の育成や、親への支援、地域の支援機関への助言、

県民の方からの相談に応じるなど、発達障害のある子供や保

護者の方が、日常生活で必要な支援が受けられる地域づくり

を目指しています。 

モンゴルにもこういったセンターを設ける必要があると

思います ので見学して頂きます。 

翌日は越谷の施設へ行っていただきます。 

まず越谷市児童発達支援センターです。ここは乳児検診で

気を付けたほうがいいかな―という方を診断しただけでなく

ここで発達に応じた相談や日常生活の企保運的動作や集団生

活の適応訓練などの療育をするところです。 

特別支援学校・学級が小中学校にあり、高等部は越谷西特

別養護学校があります。 

午後に行く障害者就労訓練施設しらこばとでは、就労をめ

ざし社会へ出て行く訓練をするわけです。 

翌日６日は越谷市教育センターへ行きます。地域に根差ざ

した教育を推進し、幼児教育、学校教育、青少年教育等、本

市教育の充実発展のために大きく貢献することをねらいとし

てます 

 今回モンゴルの視察団の方と各施設をまわります。 

最後にロータリーの皆様にお話しさせて頂きたいことは 

特別支援学校高等部を卒業して社会に出て行く子たちを 

障害があっても上手にメガネをかけるように、上手に車椅子

を使うように、あるいは働き方を工夫するなどして、補えば 

できるように訓練してますので、是非この機会に障害のある

人の受け入れを一緒に研究し検討し考えていただけたらと思

います。  

本日は有難うございました 。           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【スマイル報告】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出席報告】 

 

例 会 日 平成31年1月 17日 

会 員 数   47名 出席 23名 

出席免除者   2 名 欠席 22名 

出 席 率 51.11％ 前々回MU  7名 

M U 修正率 89.6％ 会報担当： 

 

【会場運営委員会より】 

本日はカフェラホヌさんのお弁当です。 

 
毎週色々なお店にお願いしております。 

ご意見ご希望がございましたら会場運営委員会までお願いし

ます。参考にさせて頂きます。 

スマイル   23 件    26,000円 

累計            1,096,500円 
 

新井進様、服部純一様 

ありがとうございます。 
 

小林、小林(光)、池田、濱野、石川、深井、岩淵、石塚 

瀬尾、中島、小池、大熊、荒井、小山、水町、仁多見 

吉田、中村、長澤、岡田、遠山 

ありがとうございます。 

 


