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本日の例会

前回の例会
2015 年 11 月 13 日(金)第 1685 回

2015 年 11 月 20 日(金)第 1686 回

時間

卓

卓 話 「障がいプロジェクト vol.1」

話 「 私の食えない時代 」

卓話者

卓 話 者 城岡 陽志 会員

2002-03 年度元財団奨学生
野口 万里子様

われ
今週の歌 ｢四つのテスト」

紹介者

嶽盛 和三 会員

今週の歌 ｢我等の生業」

いつの

「ともしび｣

「上を向いて歩こう｣

「堺北 RC の歌」

お客様の紹介 野口 万里子様
出席報告 会長の時間

お客様の紹介

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告

出席報告 会長の時間

〇皆出席表彰(１１月度)
委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告

池田茂雄会員(第３３回)

次週の例会

＜１１月１３日(金)の出席報告＞
会 員 数
31 名
出席会員
19 名
欠席会員
12 名
ビジター
1名
ゲスト
0名
10 月 16 日(金)の出席率
80.64％

2015 年 11 月 27 日(金)第 1687 回
卓

時間

話 「我々の世代 part3 」

卓話者 木畑 清 会員

2015-16 年度 国際ロータリーのテーマ

「世界へのプレゼントになろう」
Be a Gift to the World
国際ロータリー会長

K.R. ラビンドラン（スリランカ・コロンボ RC）
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卓

話

「障がいプロジェクト vol.1」

時間

元財団奨学生 野口 万里子様

プロジェクト活動を通して、私自身、聴覚障がいに関して以前より意識が高まりました。
聴覚障がい者である私ですら知らないことも多く、多くの気付きを与えられています。
いうなれば日本人が外国に出ると嫌でも日本人であることを自覚せざるのと得ない状
況に似ています。外国にいると自国の歴史や文化の勉強を始めるのと同様、私もプロジ
ェクト活動を通して色々調べ、同時に視野が広がりました。
「聴こえないことってどういうこと？」
聴こえない人もそれぞれです。コミュニケーション手段も手話・読唇術・筆談など千差
万別（せんさばんべつ）です（熟語の読みが苦手な私は今ネットで調べました）
。しかし、
聴力の程度やコミュニケーション手段の違いこそあれ、私は共通していることが 1 つあ
ると思います。
それは、
「コミュニケーションにつまずきやすい」点です。
コミュニケーションはかつて私が事業開発部アライアンスマネジメントグループに在籍
していた時、
「communication, communication,communication!」が合言葉になっていま
した。それぐらいコミュニケーションは人が生きていく上でも、業務上でも必要不可欠
なものです。
そのコミュニケーションが難聴者にとって難しいのです。
「ペンは剣よりも強し」と言わ
れますが、筆談ほど強いものはありません。私は現在海外事業本部 欧米事業グループで
業務しておりますが、主に英語は読み書き専門で対応しています。聴こえなくても、ラ
イティングに特化してトレーニングを継続してきました。今でも幼稚な英文を書いてい
ますが、それでも書くことによりグループ子会社ともコミュニケーションが取れますし、
意思疎通を図ることは出来ます。
このように、英語でも日本語でも工夫しながら自分なりのコミュニケーション法を確立
しているのが難聴者の姿です。
しかしながら筆談は万能ではありません。同様に手話も全てを解決するツールでもあり
ません。実際にコミュニケーションでどのようにつまずくのか？
以下は中途失聴者のブログからの引用です。筆者は聴こえる世界から突然聴こえない世
界へ突き落された分、ギャップに苦しみ、悩みをブログに書いておられます。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
スーパーのレジで「ポイントカードありますか」
って聞かれても、わからない。
バッタリ会った友人に「今日は寒いね～」
って言われても、わからない。

-2-

日常で、人と話す場面は山ほどあります。
みんなが何の苦労もなく、当たり前に通り過ぎるところで、いちいちつまずくのです。
そして、聴覚障害の１番困るところが、
『見えない障害』であること。
外見は健常者なんです(´□｀。)
呼ばれても聞こえなくて、返事をしなければ「無視して、感じ悪いなぁ～」と思われた
り、言葉を聞き間違えて、とんちんかんな返事をすれば「は？何言ってんの？」と変な
目で見られたり、説明が聞こえなくて、内容が理解できなければ「さっき言ったでしょ！
ちゃんと聞いてなかったの？」
「理解力のない人だなぁ・・・大丈夫？」と誤解されるん
です。健常者じゃないのに健常者扱いされ、当然のように、音声言語を求められるヽ(;
´Д｀)ノ
http://ameblo.jp/shiba-chacha-maru/entry-11935637233.html
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
私は先天性難聴ですので、半分慣れているところがありましたが、客観的に状況が描写
されている文章を読むと、頷けるところ大いにありました。
このプロジェクトは単なる障がい者のためのプロジェクトではない。コミュニケーショ
ンを通して、対人関係を円滑にし、社内だけでなく、社外へも情報バリアをなくす社会
に繋げる。
そんな大きな可能性を秘めていると信じています。
文責：海外事業本部 野口万里子
※このメルマガに対するご意見・ご批判大歓迎です。

会長の時間
会長 坂田 兼則

時間
本日は、聖書シリーズ第４弾です。前にもお話しましたが、創世記からマラキ書までの
３９書が旧約聖書であり、マタイ書から啓示の書までの２７書が新約聖書であります。
本日は、イエスキリストが生まれた頃を書いております新約聖書の最初のマタイ書の
一部をお話いたします。
今日、１３日の金曜日はイエスキリストが死んだ不吉な日といわれていますが、聖書で
はその日は明記されておりません。
聖書の中では、イエスキリストはニサンの１４日に処刑されたとなっており、ニサン
というのはヘブライ語であり、
「春先」とい意味でイエスは春先の１４日に死んだとされ
ており、１３日の金曜日とは一切言っておりません。
これは、その後の人々の間で、イエスはゴルゴダの丘への１３階段登って処刑された
と思われていることから言われているといいます。日本でも絞首刑は１３階段登るとい
われ、家の階段でも１３階段は不吉だとも思われています。
ちなみに、１２月２５日のクリスマスはイエスキリストの誕生日といわれております
が、聖書ではイエスキリストは１０月１日ごろにベツレヘムで母マリアの子として生ま
れたとなっております。マリアには夫のヨセフがおりましたが、二人が結ばれる前に、
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神の啓示によりマリアがイエスを身ごもったものであります。
イエスについては預言者たちの間で、前々からベツレヘムで「ユダヤ人の王が生まれ
る」ことが予言されており、当時のユダヤの王である「ヘロデ」は、自分を脅かす王が
誕生するのを恐れていましたので、イエス誕生の話を聞いた後で、その年にベツレヘム
で生まれた男子全てを殺すよう命じました。それでマリアとヨセフはエジプトに逃げ、
ユダヤの王であるへロゼが死ぬまでエジプトに住んでおりました。
へロゼ王の死後、マリアとヨセフはイスラエルに戻り、ヘロデ王の息子であるアケラオ
が王としてユダヤを支配し、イエスを殺そうとしているのを聞き、ガリラヤのナザレで
住むようになりました。預言者の間では前々から「神の子はナザレ人と呼ばれる」とい
う予言を成就させたものであります。
イエスがユダヤ人に殺されたのは、当時のユダヤ人の王が自分の権力を保持するため
だと考えられていますが、聖書ではイエスは人類がサタンによって罪を背負ったため、
その人類の罪のあがないとして、イエスがその罪を背負って死ぬとこが神の予言であっ
たものであります。
本日はここまでにして、続きは又の機会にお話いたします。

委員会報告
広報委員会
「第５回 子ども囲碁フェスタ･堺」開催のご報告
時間
広報委員 池田茂雄
2015 年 11 月 15 日(日)、ＪＲ堺市駅前「堺市立勤労者総合福祉センター」
（サンスク
エア堺）において、堺北ロータリークラブ主催による「第５回 子ども囲碁フェスタ・堺」
が、
「堺市教育委員会・堺市子ども会育成協議会・堺商工会議所・日本棋院」の後援で開
催されました。
午後１時開会式（関係者ご挨拶 要旨）
◇堺北ロータリークラブ
坂田兼則会長
５年前に始めた「子ども囲碁フェスタ・堺」早いもので、今回で第５回目となりまし
た。当クラブ会員により始めた奉仕活動でありますが、子どもたちはもとより保護者の
皆様方にも多数おいでいただき、ご支援、ご協力いただいておりますことに心から感謝
申し上げます。
◇堺市教育委員会
大上高司 次長
「夢に向かって努力」
「第５回子ども囲碁フェスタ・堺」の開催おめでとうございま
す。堺北ロータリークラブの皆様方には、平素から本市の教育振興に深いご理解、
ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、人間関係の希薄化が叫ばれている現在社会において、本市教育委員会では、
目指す子ども像を「それぞれの世界へはばたく“堺っ子”
」と定め、学校・家庭・地
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域が一体となって、子どもたちの「豊かな心の育成」に取り組んでいるところであ
ります。本市教育への更なるご支援ご協力を賜りますようお願い申
し上げます。貴クラブのますますのご発展とご多幸をご祈念申し上げ、お祝いの言
葉といたします。
◇日本棋院
山田規三生 棋士
この会も、今回は節目の第５回目を迎えましたが、多くの子どもたちのご参加、大
変嬉しく思い心から歓迎申し上げます。
囲碁は老若男女を問わず、世界 70 ヶ国以上の人々に楽しまれています。子どもたち
には、ゲームの面白さだけではなく、囲碁を通じて多くの人と交流してもらい礼儀、
マナーから人を思いやる気持ちを感じて欲しいと思っております。今回、初めて囲碁
に接する子どもたちの中には、むずかしいイメージを持つ人もいると思いますが安心
して下さい。私たち棋士が分かり易く丁寧に手ほどきしますので大丈夫です。
また、ご家族の方々も、せっかくのチャンスなので「囲碁入門講座」にも是非ご参加
ください。勝って喜ぶ顔、負けた時の悔しい顔など、驚きや感動での子どもたちの生
き生きした顔を見られることを楽しみにしています。
いよいよ本番です。
参加者の自己申告による棋力データを基に、
「囲碁入門教室・34 名」
、
「名人戦 Ａクラス・7 名」
、
「名人戦 Ｂクラス・11 名」
、
「名人戦 Ｃクラス・9 名」の
４部門に分かれて参加小学生 61 名が各会場に移動しました。
(1) 「囲碁入門教室」では同伴保護者の方々の参加が 100 名ちかくあり大盛況となりま
した。女性棋士先生方の優しく丁寧な指導に聴き入る子どもたちに、囲碁はむずかし
いゲームではありません。子どもから大人まで、世界中の誰とでも楽しめるゲームで
す。囲碁はひとことで言えば、陣取りゲームです。黒の陣地と白の陣地をくらべて大
きい方が勝ち、小さい方が負けとなります。ルールも簡単ですので、ぜひ覚えて楽し
んでくださいね。先生の説明に目を輝かせて聴き入る子どもたち、次の黒石はどこに
置くのがよいかな？ 先生の質問に手を挙げて前に行き、答えを指さす子どもたちな
ど充実した３時間でした。
(2) 「名人戦 Ａクラス」では、有段者から級取得者までハイクラスの参加者でした。第
１回戦、第２回戦、優勝決定戦、そして第３位決定戦と熱戦が展開されました。子ど
もたちは元気ですね。通常よりは短い 30 分あまりで決着、でも真剣勝負そのもので
した。
(3) 「名人戦 Ｂクラス」では、７級から 15 級くらいまでの初心者クラスの参加者でし
た。こちらも、一局 30 分前後での決着と、やはり元気イッパイでした。
(4) 「名人戦 Ｃクラス」では、始めたばかりの参加者でしたので、初心者用の 13 路盤で
の対局となりました。雰囲気に慣れていない子どもたちもいましたが、付き添いの保
護者の皆さんの中には、心配そうに見守る姿もありました。
すべての競技が終了し、午後４時から表彰式が行われました。入賞された子どもたち、
おめでとうございます。これからも頑張りましょうね。最後に囲碁関係のグッズや山
田規三生 九段の著書などが当たる「お楽しみ抽選会」が行われました。
今回も堺市の広報紙「広報・さかい」に「子ども囲碁フェスタ・堺」の記事を広報して
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いただきました。また、
「堺市地域教育振興課・堺市役所市政情報センター・市内各区役
所市政情報コーナー」においても、広報活動にご理解ご協力をいただきましたことに対し
まして心から感謝申し上げます。
最後になりましたが、日本棋院 山田規三生 棋士はじめ、日本棋院の棋士先生方には行
き届いた温かいご指導を賜り、おかげをもちまして成功裡に終了することができましたこと
を厚くお礼申し上げます。

◇子ども名人戦 対局風景

◇入門教室 授業風景

◇入門教室 会場風景
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◇Ａクラス 入賞者
優 勝 大谷健介 君
（小学１年生）
（右）
準優勝 小山翔大 君
（小学２年生）
（中）
３位賞 大西瑠衣子 さん（小学５年生）
（左）

◇Ｂクラス 入賞者
優 勝 櫻井まなか さん（小学２年生）
（右）
準優勝 池上琴音 さん （小学５年生）
（中）
３位賞 森田直弥 君
（小学４年生）
（左）

◇Ｃクラス 入賞者
優 勝 平田皓嵩 君 （小学５年生）
（右）
準優勝 隅谷慧俊 君 （小学２年生）
（中）
３位賞 伊奈静香 さん（小学３年生）
（左）
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ＳＡＡ報告
坂田兼則会員 野口さん、ようこそ。卓話よろしくお願いいたします。
時間
池田茂雄会員 皆出席表彰して頂きました。有難うございます。
新井茂文会員 野口万里子さん、堺北 RC によくおいで下さいました。聴力は中途失聴
でしょうか。良く活動なさり超 Very Good ‼ Danke schon(ダンケシェ
ーン)
那須宗弘会員 嶽盛会員いつもお世話、有難うございます。今日は卓話を楽しみにして
います。
城岡陽志会員 昨日、上海から帰りました。空気が汚れていて、まだ私の心の方が
綺麗でした。
中田 学会員 ちょっといいことがありました。
笹山悦夫会員 白内障の手術で生まれて初めて入院しました。入院もたまにはいい
なぁと思いました。青春時代に戻ったようでした。
合計 ２２，０００円

幹事報告
（１）本日の配布物

時間

・週報
（２）幹事報告

・15 日は「第 5 回子ども囲碁フェスタ・堺」です。皆様ご出席下さいますよう
お願い申し上げます。
（３）他クラブ例会変更のお知らせ
・堺東南ロータリークラブ
12 月 24 日(木)→定款第 6 条第 1 節 休会
12 月 31 日(木)→定款第 6 条第 1 節 休会
・堺おおいずみロータリークラブ
12 月 30 日(水)→定款第 6 条第 1 節 休会

例会風景

池田会員 皆出席表彰おめでとうございます
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⑲泥婆羅
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⑳諾威

⑰尼加拉瓦 ⑱新西蘭
⑬智利

⑭丁抹

⑮独逸

⑯土耳古
⑫突尼斯

⑥瑞西

⑦瑞典

⑧蘇丹

⑨西班牙

⑩錫蘭
④牙買加

答え
①コロンビア ②コンゴ ③ジャパン
④ジャマイカ ⑤シンガポール ⑥スイス
⑦スウェーデン ⑧スーダン ⑨スペイン
⑩セイロン ⑪タイ ⑫チュニジア ⑬チリ
⑭デンマーク ⑮ドイツ ⑯トルコ ⑰ニカラグア
⑱ニュージーランド ⑲ネパール ⑳ノルウェー

⑪泰

⑤新嘉坡
③業平
①哥倫比亜

②公果
広報委員会

～国名編～
ご存知ですか？？？

