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例会の概要

ホテル花城

◆例会プログラム

進行：会場監督 S.A.A

□開会点鐘

鹿討会長

□ロータリーソング斉唱

例会メニュー
ローストポーク
サラダ添え

□四つのテスト
□ゲスト紹介

幹事

□本日のプログラム、メニュー

親睦委員会

□会長の時間

鹿討会長

□会員卓話

藤村弘之君

□幹事報告および委員会報告
□出席報告
□ニコニコ・ボックス

幹事
出席委員会

ニコニコ・ボックス委員会

□閉会点鐘

鹿討会長

◆幹事報告

幹

事

・第 44 回 2520 地区年次大会中止のお知らせ
「そうだ岩手、行こう。
」～釜石地酒、ラグビーを巡
る旅～
〔国際ロータリー第 2520 地区ローターアクト
2019-2020 年度地区 RA 代表 佐々木美穂〕
・令和 2 年度入学式について（ご案内）
〔岩手県立花巻北高等学校校長〕
・ハイライトよねやま Vol.240
〔公益財団法人ロータリー米山記念奨学会〕
・国際ロータリー第 2520 地区 2019-20 年度
地区大会中止のご連絡
〔国際ロータリー第 2520 地区 ガバナー鈴木賢〕
・
「受入学生の早期帰国に関して」
国際ロータリー第 2520 地区
国際奉仕委員長 佐々木 博

◆今後のプログラム・その他の予定
03/24(火) ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ 花巻 RC 奨学生卒業報告
03/31(火) ゲストスピーチ

陳 平芸さん

04/07(火) 慶祝
04/14(火) 未定
04/21(火) クラブフォーラム
04/28(火) 観桜会（歳祝い）菊の会合同 夜例会
（担当：親睦委員会）
05/05(火) ＧＷ休会（定款第６条による）
05/12(火) 慶祝・会員卓話

■会長の時間（30/48）鹿討康弘 君
先日の川口さんの送別会にはたくさんの
方々にお集り頂きありがとうございまし
た。閑古鳥が鳴いている「じゃんご」をお
使い頂き感謝申し上げます。先週申し上
げたようにニュース断ちをしておる状況
でもコロナに関しては最低限の情報を得
ておりますが、皆さんもご承知のようにど
うも長期化する雰囲気が漂ってきております。気温や湿
度が上がる夏場に終息する季節型インフルと違い、終息
までには 1 年を要するような報道もあります。そうする
と当然ながらオリンピックも無理ですし、インバウンド
も壊滅的で、製造業では部品が中国から入らず、観光など
経済に与える影響も計り知れない状況が予想されます。
ロータリーの交換留学生にも早期帰国や今年の派遣は中
止といった影響が出ております。

会員誕生日
髙橋豊君
(3 月 2 日)
ﾎﾟｰﾙ・ﾊﾘｽ・ﾌｪﾛｰ
バッジ授与
鹿討康弘君

◆ゲストスピーチ
笑いのたねプロジェクト
代表 後藤誠子様
まず、最初に映像を見て頂きたいと
思います。
私の次男は実は社会的引きこもり
状態で 6 年になります。皆さんの中に
ある「ひきこもり」というものが、どういうイメージか固
まってあると思います。
≪暗い・部屋から一歩も出てこない・ご飯を部屋の前ま
で持って来てもらう・ひげも髪も伸び放題・着替えもしな
い…≫ そういうイメージではないでしょうか？
でも、今見て頂いた通り、私の息子は見た目には爽やか

なイケメンのお兄さんですが、家から出れない、仕事も行
けない、学校にも行っていないです。
「ひきこもり」というのを一括りにしないでほしいと
思います。一人一人年齢も違えば、育ってきた環境も違え
ば、性格や個性も違います。一人として同じ人はいませ
ん。それと同じで引きこもっている当事者も一人一人事
情が違い、状態も違います。これを踏まえてお話をしてい
きます。
◆ひきこもりとは何か
ひきこもりとは病気ではない。ひきこもった状態であ
ることです。
困った人ではなく、何でもできる私たちと同じ人です。
→今ちょっとした困り事を抱えて動けなくなってい
るだけの人です。
それを聞いて皆さんますますわからなくなったよう
な顔をされていますね。何でも出来るなら、やればい
いじゃないか。と思いますよね。
では、皆さんの想像力を駆使してみてください。体は
どこも病気ではないですが、外に出てはいけません。
家の中でやっていいことはテレビを見たり、マンガを
読んだり、仕事は絶対してはいけません。(生産性のあ
ることはやってはいけません。)何日家にいられます
か・・・？
ひきこもりの人は外に出たいと思うけど、外に出てし
まう事によって自分が傷つけられる、そしてエネルギ
ーが無くなる、死の危険にさらされるという思いがあ
るから怖くて外に出れないんです。
そういう人に対して…
◆ひきこもりの支援 私たちにできること
第 3 者にできることは、
「家族を支える事」です。家族
が一番辛い思いをしていると考えています。本人も確
かに辛いと思いますが、家族は一番近くにいて、且つ
仕事もしなければなりません。社会的な繋がりも持た
ないといけないので、買い物へも行きます。
疲れているお母さんや一緒にいる家族の方の話を聞
いてあげたり、飲みに誘ってみたりという家族の心の
ケアが出来るのではないかなと思います。
◆私がしていること、これからやること
①家族会の運営・サポート
現在北上市にて開催していますが、花巻市・盛岡市・
遠野市・奥州市・一関市からもご参加頂いています。
②居場所の運営 – 居場所とは、ゆっくりして少し
外に出られるようになった当事者の来れる場所
③えふえむ花巻での生放送番組
月に 2 回番組内のコーナーを持たせて頂いています。
最後に、
◆皆さんにお願いしたいこと
①中間的就労の場
ひきこもり支援のゴールは就労ではない
しかし生活の為にはお金が必要→短い時間での就労
→雇用の仕方を変える
②居場所運営の援助 – 物資や金銭面、居場所の無
料提供など
③番組への CM 提供
等々、ご協力・ご検討頂ければと思います。

後藤様、
ありがとう
ございました。

◆出席報告

出席委員会

32 人中 15 人 出席
前回修正

出席率 55.5 ％

66.6％

メーキャップ
3/6（金）川口悟君送別会
鹿討康弘君・橋川秀治君・阿部一郎君・
稲田典之君・立花徳久君・川口悟君・
藤田勝敏君・吉田和洋君

■ニコニコ・ボックス紹介 ニコニコ・ボックス委員会
≪鹿討康弘君≫
本日は後藤誠子さんありがとうございました。大変勉
強になりました。今後のご活躍を期待しております。
トイレットペーパーもやっと普通に店頭に並ぶように
なって、これでキッチンペーパーでお尻を拭く心配が
なくなって安心しております。
≪藤田勝敏君≫
4 月までの研修・旅行が全て中止となり、取引先から招
待の東京オリンピックが予定通り開催されることを祈
る毎日です。
後藤さん、貴重なお話ありがとうございました。
≪阿部一郎君≫
本日は、コロナ騒動で世の中が騒がしい中、またお忙し
い折、花巻 RC の例会でスピーチを頂きありがとうご
ざいます。後藤様にはフリーランスになられたとの事
なので、今後のご活躍をご期待申し上げます。
≪髙橋豊君≫
今年は年男、72 回目の誕生日を迎えましたが、気分は
還暦 60 歳のつもりで顔晴ります。顔晴れと書いて「ガ
ンバレ」と読むそうです。皆さんコロナウイルスに負け
ず顔晴りましょう。
≪佐々木史昭君≫
コロナウイルス騒動で青少年交換プログラムの長期イ
ンバウンド生の強制帰国の方針が、日本青少年交換多
地区合同機構（RIJYEM）/ライジェムから示されまし
た。ジョシーやイレーヌにもこれからガバナー事務所
から伝えられ、ホストクラブとして早期帰国のサポー
トをする事になります。御協力お願い致します。
≪橋川秀治君≫
後藤誠子さん、貴重なお話をありがとうございます。み
んなが生きやすい世界になればいいなと感じます。こ
れからも繋がっていきたいと思います。

ニコニコ・ボックスへのご協力、
ありがとうございました。
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