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■ 会 長 報 告                松葉 隆夫君
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メリークリスマス！ 

本年最後の例会になりました。会長になり、６ヶ

月が過ぎようとしております。これも皆様のお陰

で無事これたことを感謝します。 
６ヶ月、長い様で短いそんな思いです。 
会長になり、一番大変なのは書く事です。話をす

るのはそれほど苦ではないのですが、会報に載せ

る為の原稿を書く事が毎週苦痛です。 
本日は、次年度、役員理事の紹介があります。

来年はガバナー補佐に青島君が、ＩＭが２０１１

年３月にと重要な事が満載です。 
皆様全員の協力で進めていく事が大切だと思いま

す。今年一年本当にお世話になりました。来る年

も宜しくお願いします。 

■ 幹 事 報 告                増田 國衛君 
• 静岡産業大学より「冠講座継続のお願い」が届い

ております。 

• ガバナー事務所より「ＲＩ意義ある業績賞推薦の

お願い」が届いております。 

• ガバナー事務所より「2012～2013 年ガバナーノミ

ニー候補者推薦のお願い」が届いております。 

• ロータリー米山記念奨学会より「ハイライト米山

118 号」が届いております。 

• 藤枝明誠高等学校より「賛助金のお願い」が届い

ております。 

• 藤枝市長杯争奪ジュニアユースサッカー大会に

ついて案内が届いております。 

平成 21 年 12 月 25 日 藤枝総合運動公園サッカ

ー場 

■ 出 席 報 告                 
本日のホームクラブ 

出席者 前回の補正出席者 

34／42 80.95％ 33／42 78.57％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○池ノ谷君 ○石割君 ○島村君 ○平君  

○仲田晃君 飯塚君 板倉君 望月志君  

■ ビ ジ タ ー                
村本 眞也君（島田）   五藤 泰弘君（島田） 

外岡 政美君（島田）   丸尾 氣窮雄君（島田） 

菊地 久喜君（島田）   池田 豊君（島田） 

鈴木 梅二郎君（焼津)  曽根 勝美君（焼津南） 

中村 幸夫君（焼津南）  徳田 稔君（焼津南） 

法月 昭冶君（焼津南）  朝比奈 潔君（藤枝南） 

早川 清人君（藤枝南）  髙杉 光弘君(藤枝南) 

漆畑 雄一郎君（藤枝南） 玉木 末雄（藤枝南） 

藁品 元行君(藤枝南)    山田 寿久君（藤枝南） 

松田 康男君（藤枝南）  寺島 弘君（藤枝南） 

森竹 正晃君（藤枝南）  小林 正敏君（藤枝南） 

■ インターアクト指導者講習会 報告      

   インターアクト担当リーダー 春原良則君 

1.日時 平成 21 年 12 月 13 日（日）  

午前 10 時 15 分～午後 3時 

2.場所 ぬまづ健康福祉プラザ サンウェル沼津 

        沼津中央高等学校 

3.プログラム 

登録・受付 9:45～10:15   
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開会式      10:15～10:30 

講演①「盲導犬育成の課題 10:30～11:20  

各校からの活動報告 11:20～11:50  

昼食・移動 11:50～12:50       

講演②「精神障害の理解｣全体会       

13:00～13:30             

分散会      13:30～14:20        

閉会式      14:30～14:50       

 

〔感想等〕 

●講演①「盲導犬育成の課題」 

障害者の理解の一環として、静岡・山梨の県境

にある日本盲導犬総合センター「富士 ハーネ

ス」普及推進事業課 佐野 智浩（講師）・ＰＲ犬

の先生をお招きし盲導犬の育成 はどのように

行なわれているか、その課題とはなにか、そし

て私たちにできることは？ 等々、 ＰＲ犬のデ

モンストレーションも取り入れていただきなが

ら、楽しく学びました。 

 

〔課題等〕    

現在の日本国内における盲導犬の数は 1,045 頭

で普及率はイギリスの約半分。育成した犬の中

で盲導犬になれる確率は 30％～40％であること

から 10％の向上を望んでいる。そのためには良

質な繁殖が必要なことから現在、ＤＮＡの分析

が行なわれている。 盲導犬の育成は、多くの皆

様の募金によって支えられています。各クラブ

の活動でもし取り組まれるようでしたら「富士

ハーネス」までお問合せください。0544-29-1010

盲導犬の育成にかかる費用は車 1 台分（数百万

円）だそうです。       

●活動報告      

参加 17 高校から年間を通した主な活動、学校行

事、ロータリークラブとの関わりに ついて、元

気良く発表がありました。  

 

●講演② 「精神障害の理解」 

講師紹介 

全体講演   社会福祉法人共生会   

管理者 太田 秀夫さん 

当事者発表(発表順) 

①川路 健一さん  

 「グループホーと就労継続Ｂ事業について」 

②田迎 幸子さん「老人施設の実習をして」 

③庄司 愛子さん「一人暮らしの生活について」 

④吉田 浩平さん 

「就労移行支援事業を利用して」 

 

  沼津市にある通所授産施設「きさらぎ」には、

おもに精神障害者の方が通っておられます。精

神障害とはどのような障害なのか、精神障害者

とはどのよう人たちなのか、そして精神障害者

の生活とはどのようなものなのか。まだまだ誤

解や偏見の多い精神障害の分野ですが、正しい

理解を深めていただきたいとお話されました。 

その後、「きさらぎ」に通っている 4 名の方から

5 分程度づつお話を聞かせていただきましたが、

文章の内容等もしっかりしており素晴らしい発

表でありました。 

  その後、分散会で 4 班に分かれて、施設職員

の方や当事者の方から、精神障害の実際につい

て生 

の声を聞かせていただき生徒達は誤解や偏見が

なくなり正しく理解を深めたと思います。 

 

●今後の活動内容 

今回、2780 地区ＩＡ委員長の岩瀬 浩人氏（逗子

ＲＣ所属）が来賓として参加していただき交流

を深めると共にH22.3/27～3/28に厚木で開催さ

れる合同研修の発表がありました。 最後に、来

年度、年次大会の開催が予定されている山梨県 

富士学苑高等学校の梶原ちづる先生より開催の

案内がありました。開催予定日はH22.7.27です。 
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ぬまづ健康福祉プラザ 

サンウェルぬまづ 

 

 

沼津中央高等学校 

 

 

 

●●クリスマス家族夜間例会●● 

１部 18：00～ 

   会長挨拶、幹事報告、委員会報告 

   皆出席表彰、次年度役員紹介 

２部 18：20～ 

   カラオケ大会、講談、 

紙芝居 増田 利昭様 
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（担当／櫻井） 


