
      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3月 RI月間テーマ 「水と衛生月間」 

12：30～例会開会 

第 3134回例会  2019 年3 月26 日(火) 
 

 
                                              
 

 
 
◆2020 年ロータリー年次大会に関するお伺い(再度のお願い) 
                 ［ガバナーエレクト事務所］ 
◆盛岡いのちの電話「広報 119 号」の送付について 
  ［社会福祉法人盛岡いのちの電話 理事長 金澤弘幸］ 
 
 

【4月 月間テーマ 母子の健康月間】 
4/2(火)  理事会・慶祝・ｲﾝﾀｰｼﾃｨﾐｰﾃｨﾝｸﾞ前沢報告 
4/9(火)  会員卓話  担当：上田 穣君 
4/16(火) 会員卓話  担当：稲田典之君 
4/23(火) 観桜会・歳祝合同夜例会(菊の会) 会場調整中 

担当：親睦委員会 
4/30(火) ゴールデンウイーク中休会 
※卓話担当の方、卓話準備又はゲスト依頼をお願いいたします 

ゲストの場合決まりましたら、事務局へ報告をお願いいたします。 

 

 

 
■会長の時間 三田 望 君 
□概要 

 現在、短期交換留学生の小原晴喜君が
2 週間の予定でアメリカのオクラホマ州
で研修を積んでおります。また、佐々木
史昭君は第 2520地区の青少年交換短期
プログラムの引率でオーストラリアに
行っております。10 日後位には例会で

お土産話を聞けると思います。 
 大変驚いた事がありまして、先週の日曜日にロータリー
米山奨学生として当RCで7年前にお世話した韓国出身の
キムソンヨプ君から携帯に電話がありました。富士大学卒 
業後、オーストラリアで念願の貿易の商売を行っており、
今、佐々木史昭君と一緒にいるとの電話でした。史昭君が 

 
オーストラリアにキムソンヨプ君が住んでいることを思 
い出し、連絡をしてみたらすぐに駆けつけてくれたとのこ
とです。一日観光案内につきあってもらい、キムソンヨプ
君の自宅に案内して頂き、夕食を御馳走になる途中という
電話でした。だいぶ時間は経過しましたが、こうやって米
山留学生との交流が続く事は大変素晴らしいことです。来
年には私も妻と一緒にオーストラリアを訪れたいと思い
ます。 
同じく米山奨学生に関するお話ですが、先週の金曜日、

富士大学の卒業式が行われ私も参列してまいりました。大
学院の修了証書の授与式があり、代表してミワ君が修了証
書を授与しておりました。ミワ君の論文が秀逸ということ
で、富士大学の紀要という論文を集めた冊子に掲載されて
おりました。論文の内容はデフレ脱却を目的とした現在の
日銀の金融緩和政策とインフレ状態が続くモンゴルの金
融政策、経済状況の両国の比較について考察しておりまし
た。ミワ君の晴晴しい姿を見ているとうれしくなりました。
今後もしばらく花巻におられるようですので、大変楽しみ
にしております。ミワ君には来週の例会でスピーチをして
頂く予定になっておりますので、どうぞ宜しくお願いいた
します。 
 今日は下町先生のご紹介で、山口さんにお出で頂きまし
た。じっくり、お話を聞きたいと思います。 
       
 

ホテル花城        

『味噌カツ』★凄いボリューム★ 

              
 
 
 
 
 
 
 
◆ゲスト：地区ガバナーノミニー 伊藤智仁様(花巻南 RC) 

      地区代表幹事予定者  菊池忠彦様(花巻南 RC) 

 

◆◆【岩手県立花巻北高等学校】◆◆ 
【下町壽男君より】 

 最初に合理的配慮に対する教育現場
の状況について説明させて頂き、その
後、幸強君から花北の現状を含めて自
分が思っていることを話して頂こう思
っております。そして、最後にお母様
から関わっているプロジェクトについ

てお話をして頂きます。どうぞ、宜しくお願いします。 
 現在、障害者の害は、悪いイメージがあるのでひらがな
になっております。そして発達障害はリカバリーする意味
も含めて神経発達症と捉えております。障害児教育は特別
支援教育と言っております。昔は障害がある方を別の場所
で特別な教育をするという考えでしたが、現在は一人一人
のニーズに答えて適切な指導を支援学校、普通学校でも行
うというスタンスになっております。 

◆幹事報告               幹 事 

◆例会プログラム     進行：会場監督 S.A.A 

◆今後のプログラム        プログラム委員会 

◆本日のメニュー 
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◆3133回 例会の概要 

 

 

 

◆ゲストスピーチ      担当：下町壽男君 
『読み書き配慮プロジェクト』 

県立花巻北高校２年 山口幸強君・美香様(お母様) 

 

  

 

 

□12：30 開会点鐘          三田会長 
□ロータリーソング斉唱 
□ゲスト・ビジター紹介        幹 事 
□本日のプログラム、メニュー紹介   親睦委員会 
□会長の時間                三田会長 

□ゲストスピーチ     担当：米山奨学生委員会  

 米山奨学生 卒業スピーチ 

ジャミヤンスレン・ミャクマルドルジさん 

 
□幹事報告および委員会報告      幹 事 
□出席報告              出席委員会 
□ニコニコ・ボックス紹介 ニコニコ・ボックス委員会 
□13：30 閉会点鐘           三田会長 
 

 Web 



 また、自閉症は自閉スペクトラム症としてとらえ、ひと
つの個性として認識することが必要です。我々はスペクト
ルの中におり、自分達は健常者ということで健常者の常識
を振りかざしてはいけません。disability、handicap per 
son は disoder と呼んでおります。以上、4 点を基礎知識
としてご理解願います。 
 残念ながら、現在、学校教育でも家庭でも「合理的配慮」   
発達障がい害に対して多くの偏見が残っております。その
ような中、学校文化にメスを入れていくことに本人のみな
らず賛同して下さる方々へ呼びかけるため、本日、山口君
が勇気を持って話しをするということです。 
 ※下町君からはイラスト、いろんな事例を通して合理的 

配慮について説明がありました。 
改めるべきは授業のスタイルであり、一様なマスプロ型

の授業方式を改革していくことが重要です。発達障がいの
合理的配慮とは発達障がいのためだけではなく、もう少し
大きな共生とかグローバルリズムとかに繋がる大変重要
なことです。 
               
 
 
 
 
 
 
【山口幸強君】 

 山口君からは下町先生の質問に答
える形で、入学から現在までの心境
についてお話をして頂きました。 
・4 月から 3 年生となり、受験に近
づいていくので不安は少しあります。 
・入学時は授業中にタブレットを使

用するので偏見を持たれないか不安がありました。 
・担任の先生からはクラスの皆に自分の状況について説明

して頂きました。 
・現在は定期考査での時間延長(1.5 倍)、別室受験、授業
中のタブレット利用等について配慮してもらっており
ます。代筆、代読、計算機の利用について申請しており
ます。 

・1 年生の時は下町先生に大変配慮して頂いて、感謝して
おります。 

・1 年生から賑やかでお互い理解し楽しい学校生活を送っ
ておりますが、最近は受験に近づいており少し不安があ
ります。現在も良い人間関係が築けております。 

【お母様より】 
 書店で目にした東京大学の中邑賢龍先生が出版した著
書(発達障がい者への ICT を活用した学習教育)に感銘し、
先生に連絡後 100 人位の方々と説明会に出席しました。 
その後、息子は運よく小学校の頃から中邑先生が主催す

る「東京大先端科学技術研究センターDO-IT japan(障害
のある若者の未来を生み出すため、リーダー養成などを行
うプログラム)」に参加することができました。 
 将来への不安を抱えながらも、プログラムに参加してい
くうちに息子は変わっていきました。勉強の仕方はひとつ
ではなく、学校以外でも勉強することが出来るということ
を発見したようです。そして、息子は自分が見本となって
勉強の仕方にはいろんな方法があるということを社会や
学校へ伝えたいという気持ちが強くなっていきました。中
学 2 年の時には盛岡で開催された教育フォーラムに参加
させて頂いた時、「岩手のファーストペンギンになりた
い」とお話したそうです。自分だけではなく次の方々にも
バトンをつなげていけるように考えて本人も行動してお
り、DO-IT japan メンバーの親達も何かできないかとい
うことで「一般社団法人読み書き配慮」という組織を立ち
上げました。ボランティア中心の活動で資金面においても
まだまだ不足しているので、皆さんからご支援頂ければ幸

いです。具体的には配布のパンフレットをご覧下さい。宜
しく、お願い致します。 

 
寄付で応援 
あなたの寄付がこの活動を支えます。 
※ご寄付をお寄せ下さった方々には 
ささやかな特典をご用意しております。 
※振込先 
 東京信用金庫 高田馬場支店 
 普通預金 4097341 
 シャ)ヨミカキハイリョ 

 
 

 
34 人中 16 人出席  出席率  44.8％ 

    前回修正 55.1％ 
 

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
＜下町壽男君＞昨日は盛大な送別の宴を開いていただきあ 

りがとうございました。スキヤキ、もつなべ、どじょう、 
馬刺し等々、最高でした。そして、ぐがんとつながれて 
よかったです。山口君とお母さんの話をセットしていた 
だきありがとうございます。「読み書き」配慮プロジェ 
クト立上げの時、私もクラウドファンディングに協力し 
ましたが、現在も運営に苦慮しているようです。皆さん 
から趣旨をご理解していただき、ご支援頂ければありが 
たいです。  

＜谷村 仁君＞昨日は送別会を開催していただき、誠にあり 
がとうございました。4 月からは盛岡中央郵便局駐在とな 
り、県内各局の指導を担当することになります。今までの 
ように出席はできなくなりますが、最大限出席できるよう 
に頑張りますので、よろしくお願いします。昨日の志をボ 
ックスさせていただきます。山口君、今日はスピーチをい 
ただきありがとうございます。明るく元気に頑張ってくだ 
さいね!  

＜三田 望君＞本日は念願の興味深いお話をお聞かせ戴きあ
りがとうございました。山口君のこれからの活躍を下町先
生の来月からの新天地での活躍を合せて期待しています。 

＜阿部一郎君＞山口君とお母様、本日は花巻 RC 例会参加あ
りがとうございます。若葉小学校を祝う会出席のため、早
退します。 

＜鹿討康弘君＞山口君、お母様、本日はスピーチありがとう
ございました。下町先生、お世話役ありがとうございまし
た。昨日は谷村君、下町先生の慰労会が開催されて、10 名
の皆様にお集まり頂きました。明日は「ぬくまるアカデミ
ー」です。花北青雲とのコラボです。メニューはカレーで
すが、高校生 20名がどれくらい食べるか判らないので 100
～120 人分のカレーとごはんをつくります。 

ニコニコ・ボックスへのご協力ありがとうございました。 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊お知らせ＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
≪ぬくまる食堂 第 2・第 4火曜日 OPEN≫  

 
 
 

■ニコニコ・ボックス紹介  ニコニコ・ボックス委員会 

 

◆出席報告            出席委員会 

メーキャップ 

3/12(火)～3/19(火)ロータリーの翼 オーストラリア研修  

佐々木史昭君 

3/12(火)ぬくまる食堂 

鹿討康弘君、谷村仁君 

編集制作 

【クラブ会報委員会】 
委員長：吉田和洋・副委員長：藤田勝敏 

AD 橋川秀治・鹿討康弘 

 

 


