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第1658回例会
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ロータリー財団月間

2021年10月22日「地区補助金事業」贈呈式
◆黙 祷
会長 加藤 盛也
◆開会点鐘
◆国歌斉唱
「君が代」
◆ロータリーソング斉唱
「我らの生業」
◆クラブソング斉唱
「クラブ賛歌」
（1番）
職業奉仕委員会 小暮 進勇
◆四つのテスト
◆結婚記念日・誕生日祝 親睦友愛委員会 佐久間 誠
会長 加藤 盛也
◆会長挨拶
幹事 隅田
敏
◆幹事報告
社会奉仕委員会 畔上 順平
◆委員会報告
◆ロータリー情報
オリエンテーション・教育委員会 山﨑 勝己
◆「地区補助金事業報告」について
社会奉仕委員会 畔上 順平
社会奉仕委員会 北林 隆一
◆スマイル報告
出席委員会 島根 常二
◆出席報告
会長 加藤 盛也
◆閉会点鐘

会長挨拶

会長

加藤

盛也

みなさんこんにちは。10月31日に開催された第20回
越谷市高校野球大会開会式に多くの会員に参加してい
ただきありがとうございました。企画、準備に奔走し
ていただいた実行委員会のメンバー、社会奉仕委員会
のメンバーをはじめご協力いただいたみなさんに感謝
申し上げます。大会は、11月７日の閉会式まで続きま
すので、是非球場に足を運んでください。
さて、今月はロータリー財団月間となります。先月
24日には、世界ポリオデー・ウォークラリーにクラブ
を代表して阿部ロータリー財団委員長と私でEND
POLIO NOWのＴシャツを着て参加してきました。
ロータリークラブがポリオ根絶に積極的にかかわって
いることをピーアールできたかと思います。世界ポリ
オデーを10月24日とした理由はご存じでしょうか？ポ

リオワクチンを開発したジョナス・ソーク博士の誕生

幹事報告

日です。恥ずかしながら今まで知りませんでした。
ポリオ根絶に向けた近況ですが、昨年はアフリカ大

①

性がある国を残し、すべての国がポリオから離れない
ようにするためには、ポリオワクチンを接種したすべ
ての子どもに手を差し伸べ、病気の監視を強化するこ
とが不可欠としており、インドネシア、モザンビーク、
ミャンマー、パプアニューギニアを主要な危険国とみ
ているようです。
また、昨年５月にカナダのカリナ・グルド国際開発
相がワクチンの供給に新たな出資として、世界ポリオ
根絶推進活動（GPEI）の最終戦略への支援として、
4750万カナダドル（約36億５千万円）を４年間にわた

敏

２名いらっしゃいます。情報を入り口横に掲示して
おきますので、異議のある方は７日以内に理事会に

在国は、パキスタンとアフガニスタンの２カ国のみと
では、免疫力と監視の低レベルは、ポリオが戻る危険

隅田

理事会の承認を経て、入会の申込みを頂けた方が

陸でポリオ根絶宣言がなされ、野生株によるポリオ常
なりました。しかし、世界ポリオ根絶推進活動（GPEI）

幹事

理由を付記した書面にて異議申立をしてください。
②

11月11日休会のご案内次回例会のご案内
次週、11月11日木曜日は、地区大会の振替で休会と
なります。地区大会の日程は以下のとおりですが、
リーフレットを皆さまにお配り致します。
2021年11月14日㈰
◇本会議（さいたま市文化センター・大ホール）
11時00分

登録開始

（登録料 会員10,000円、ファミリー 1,000円）
11時55分

着席

17時00分

閉会

RI会長代理ご夫妻入場

クラブ紹介は、16：20頃の予定です。

り毎年拠出すると発表をしました。カナダは1950年代
にポリオが大流行し、その後克服をした歴史があり、
ポリオ根絶に対する想いが強いようです。グルド大臣
は、「国際社会の一員である私たちは、女性や子ども
といった最も弱い立場にある人びとが予防接種を受け、
世界のどこに住んでいようと健康的な生活を送ること
ができるよう努めるべきです。新型コロナウイルスは、
ウイルスに国境はないということの教訓となりました。
つまり、カナダ国民の健康も、世界すべての国の一人
ひとりの健康に左右されるのです。だからこそ私たち
は一丸となり、より強い世界を作っていく必要がある
のです。かつて世界がこれほどポリオの根絶に近づい
たことはありませんが、まだやることは残っています。
アフガニスタンとパキスタンで感染が続く限り、気を
緩めることはできません」と述べています。ポリオ根
絶に向けたカナダのリーダーシップは、カナダ全土の
ロータリークラブが歓迎していることは言うまでもな
く、世界から賞賛されている事実を知りました。その
後、厚生労働省のホームページからポリオ予防に関す
る情報を取得しようとしたところ、トピックスが平成
30年１月のポリオとポリオワクチンの基礎知識Q＆A
を最後に更新情報がアップされてなく、ポリオ撲滅に
対するカナダと日本の差にショックを受けましたが、
日本では、ロータリークラブの活動に大きな意義があ

委員会報告
◆社会奉仕委員会

畔上

順平

10月31日の第20回高校野球大会開会式へのご参加あ
りがとうございました。お陰様で盛大な開会式を執り
行うことが出来ました。７日の閉会式、13日の花咲徳
栄高校とのエキシビジョンマッチにも是非ご出席くだ
さい。

ることを自覚しました。
今日の例会では、畔上社会奉仕委員長から地区補助
金事業報告があります。こちらの財源もロータリー財
団に集まった寄付です。みなさんに引き続きロータ
リー財団へのご寄付をお願いして会長挨拶とさせてい
ただきます。

スマイル報告

社会奉仕委員会

島根

今

回

26,500円

累

計

295,100円

常二

地区補助金事業報告

社会奉仕委員会

今回、当クラブでは「特別支援学級と通常学級の
交流ステーションづくり」と題しまして、小学校に
ある特別支援学級の室内外環境整備計画を提案いた
しました。
皆さま、特別支援学級と聞いてどんなイメージを
お持ちでしょうか?

畔上

順平

お互いの目を見ながら勉強をすることで一体感も生
まれるでしょう!
二つ目が可動式の畳コーナーです。リラックスで
きるシーンをつくることで、先生や友だちとの会話
も弾むことでしょう!
三つ目が廊下につくる折りたたみベンチです。

特別支援学級とは、様々な知的、肢体障がいのあ

教室の前のベンチが出ている時は外部の人を受け入

る児童に対して、困難を克服するために設置される

れるサインです！このサインが通常学級の子どもた

専門学級のことですが、通常学級とは関係がない、

ちが教室に近づくチャンスにもなるはずです。

特殊なイメージをお持ちではないでしょうか? 私は

特別支援学級の周囲に存在する各組織は現在のと

小学生の時、通っていた小学校に今の特別支援学級

ころ何となく見守っている状態です！今回の支援に

に似たクラスがありましたが、やや差別的な目で見

より、各組織は一層支援学級に関わる機会を増やす

ていた自分がいた事を思い出します。それは自分だ

ことが出来ます。我がクラブではこれを機に、学校

けでは無かったと思いますが、今の子どもたちにも

を訪れ、子どもたちと定期的な交流を持ちたいと考

私と似た様なイメージを持っている子どもは少なく

えています。越谷東高校インターアクトクラブの学

ないようです。それは何故なんでしょうか? 私は市

生たちにも協力をいただき、高校生が考える教育プ

内の特別支援学級を幾つか視察し、教室自体の魅力

ログラムの実践にチャレンジしたいと思っていま

と仕掛けが欠如している事に気がつきました。私は

す。

このポイントを改善し、次のような提案をさせてい
ただきました。

近年の当クラブの奉仕活動は、ややマンネリ化し
ており、奉仕を行っている実感が弱まっている様

支援先は越谷市立南越谷小学校です。児童数925

に感じております。改めて身近な足元の奉仕活動を

名のマンモス校で本年支援学級が新設されました。

見直す事で支援先の反応も得やすく、クラブの変化

越谷市では現在「いきいきと誰もが夢に向かって

に繋がるものと思います。当クラブにとっては「奉

輝く」を教育テーマに掲げております。テーマは素

仕の原点」に立ち返る事が求められております。

晴らしいのですが、実際は通常学級の空き教室をあ

10月22日に贈呈式を行って参りました。加藤会長

てがわれているだけで、閑散とした教室で通常学級

から西田校長先生へ贈呈盾を贈りました。西田校長

の子ども達と離れて勉強をしているだけというのが

先生からは感謝の言葉と共に越谷のモデル校として

現実です。この環境ではとても障がいを持った子ど

継続的に周知していくことをお約束いただきました。

も達がいきいきと夢に向かっていく事は出来ないと

地区から頂いた補助金を有効に活用し、価値ある活

思います。教室自体の魅力アップと仕掛けが必要だ

動が大きく広がる様に引き続き取り組んでいきたい

と感じました。

と思っております。今月18日には西田校長先生から

一つ目が大きな円形のテーブルです。先生が真ん
中に入ったり、通常学級の子が訪れたり、地域の人
が訪れて一緒に輪になって勉強することも出来ます。

も卓話をいただくことになっております。来週の例
会にも是非ご出席ください。

お め で と う

11月

誕生日

大野祐肇会員
（隅田

敏幹事）

〈欠席会員〉
岡崎愛子会員、出口

鈴木二之将会員
（加藤盛也会長）
昇会員

飯島

昇会員

結婚
記念日

山﨑勝己会員

青木伸翁会員

（加藤盛也会長）
〈欠席会員〉鈴木朝夫会員、梶原直樹会員、小林

充会員

会田皓章会員

