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皆さんこんにちは。本日は桐陽高校ＩＡＣの生徒さん
と顧問の先生をお迎えしての例会です。
夏休み中にもかか
わらず貴重なお時間をいただきまして誠にありがとうござ
います。
本日で 8 月も終わりだというのにまだまだ猛暑が続いて
おります。9月もなお暑い日が続くようです。皆様方も引き
続きお身体にはお気をつけください。
2020 年開催の東京オリンピックの話題が多くなるにつ
れて、今年度はアメリカンフットボール、ボクシング、体操
等において様々な良くない話題が報道されております。昨
今のＳＮＳの普及に伴い今まででは我々が知ることので
きなかった事柄が瞬時にして世間に伝わることによって多
くの犯罪が告発されております。大きな権力に対して小さ
な者が立ち向かうには最適なツールだとは思いますが、間
違えた使い方をすると「誹謗、中傷、いじめ」等個人や団
体に対しての攻撃のツールにもなり得ます。他にも個人情
報の漏えい等ＳＮＳはまだまだ多くの問題を抱えておりま
すのでご使用の際には十分なご注意をお願いいたします。
スポーツと言いますと、我々が指導を受けた頃には指
導者からの暴言、暴力は愛のムチだと納得させられ、練習
中に水を飲むことなどもってのほかのような練習方法でし
たが、昨今では今までのようなことは通用しなくなってい
るようで、スポーツをテレビで観ているだけでも感動し熱
くなります。まして現地で今まで一生懸命に指導をした生
徒や自分の子供などが試合に出ていたら熱い気持ちを抑
えきれずに暴言の一つも浴びせてしまうでしょう。親にイ
ンタビューすると「愛のある体罰ならば少しぐらいは理解
できる」とおっしゃいますが、いざ自分の子が指導者より
罵声や体罰を受けたなら黙っているはずはありません。つ
くづく指導者とは大変な職業だと思う昨今であります。
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バリー・ラシン

ゲスト

九島 菜緒様（桐陽高校ＩＡＣ顧問）、
加藤 夢衣様、大沼 奏保様、
和田 侑築様（桐陽高校ＩＡＣ）

ビジター 下田

朗弘君（沼津西）

他ＲＣ出席 原田君（8.29富士）、峯尾君（8.31裾野）
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欠席者（7名）
原田君、木村君、髙地君、村上君、
渡邉（秀）君、吉野君、森藤君
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9月7日（金）
地域防災について考える
沼津市危機管理監


塩崎

滋様

会員誕生日

大村 愛美君、太田 昭二君、
渡邉 雅昭君
配偶者誕生日 渡邉 久代様（雅昭君）、
野口いずみ様（陽一君）
結婚記念日 野際 宏行君
9月14日（金） 裁量休会
9月21日（金）
9/2社会奉仕・国際奉仕合同セミナー報告
9/15米山梅吉記念館秋季例祭報告

大熊 宏幸君・三好 勝晴君・白壁

浩之君

理事会だより

卓 話

◆第₃回定例理事会
2₀1₈．₈．₃1（金）1₃：4₀～

イニシエーション
スピーチ


会

員

大石

昭裕君

1957.11.1に清水町に生まれる。清水幼稚園～中学校
と地元の学校を出る。幼稚園時代はまだ沼津駅－三島
広小路間を路面電車が走っていた時代。小学校入学は
1964 年。
柿田川で遊んでばかりいた。
1970 年中学校入学。
当時の清水中は学校を挙げて「ビアフラ問題」に取り組
んでいた。老人ホームへの慰問活動等の奉仕活動が活
発だった。その校風が今の自分の原点の一つになってい
ると思う。当時ラジオの深夜番組を毎晩聴き、徹夜で学
校に行くこともしばしばで、授業中はいつも居眠りをして
いた。とにかく勉強には無関心だった。高校受験は特に
関心も志望校もなく、親しい友人数人が北部高（現在の
城北高）
へ希望を出していると聞き、自分も追随した。
1973年高校入学。1年はしっかり目を開けて授業を受
けていた。2年途中から奉仕活動に関心を持ち始め、友
人を集めて同好会を作った。沼商ＩＡＣを知り交流を持
つようになり、我校にも作りたいと校長に相談などもし
た。その年 4 月に専任手話通訳者が福祉事務所に設置、
沼津市の第1回目の手話講習会に参加した。高校生一人。
周囲は女性ばかり。半分を終えてリタイア。
高校3年になり
直ぐに手話サークルから「第 1 回県内手話サークルの大
交流会」開催の連絡がある。友人を誘い参加。それが
きっかけで手話の世界にのめりこむことになる。手話
サークルとはろうあ者・健聴者が集まり手話を学びなが
ら情報交換、
「聞こえない」ことで起こる様々な問題を考
える場所。平日の夜は沼津市、三島市等の手話講習会
や手話サークルに、休日はろうあ者団体の大会があれば
参加。授業中はまた睡眠の時間と化してしまった。秋に
四日市の伸代ちゃんの存在を知る。その彼女が日本福
祉大に行きたいと言う。一番嫌いな大学だったが、日福
に行こうと決めた。しかし、四日市の伸代ちゃんは日福
に入学しなかった。真っ暗な大学生活はこうしてスタート。

桐陽高等学校
ＩＡＣ活動報告
私たち桐陽高校は、ＩＡＣ
の様々な活動に参加させてい
ただいています。今回は
「ポリ
オ撲滅街頭募金活動」
、
「点字
ブロックキャンペーン」についてご報告いたします。
ポリオ撲滅街頭募金活動…昨年9月、サントムーン柿田
川にて参加させていただきました。大きな声でのあいさ
つ、笑顔で対応することでたくさんの方のご協力をいた
だきました。感染症という世界の問題を知り、当事者意
識を持つことができ、良い経験となりました。
点字ブロックキャンペーン…今年3月に参加しました。通
学時間に、点字ブロックを塞がないよう呼びかけ、また、
アイマスクをして点字ブロックをたどる体験もしました。
体験を通して、点字ブロックがいかに大切か分かりまし
た。この呼びかけは今後も続けていくべきだと思います。
最後に、本校が毎年行っているアルミ缶回収の活動も
大きなものとなっています。生徒一人ひとりが集めたアル
ミ缶で巨大アートを作り、文化祭で披露しています。今
年は54万54個を集め、東日本大震災被災地などの募金
に寄付する予定です。自らが進んで動こう、誰かのため
に行動しようと感じることがボランティアの精神につな
がっていると思います。私たちの周りにはたくさんの問題
がありますが、よく気をつけることや、少しの協力で解
決できることもあります。また、ボランティアは継続する
ことに意義があると改めて思いました。これからも、活
動を通して精進していきたいと思います。
紙面の都合により、
一部を要約して掲載しました。
―2―

出席者14名

【報告事項】
１．7/27（金）前会長・幹事慰労会並びに会長・幹事激
励会 収支報告の件 ⇒資料の通り
２．平成30年7月西日本豪雨災害義援金の件 ⇒会員
寄付￥47，000 ＋クラブ（社会奉仕委員会）￥3，000 ＝
総額￥50，000送金
３．9/1（土）合同柿田川清掃活動の件 ⇒クラブ 9 名・
沼商ＩＡＣ5名、桐陽ＩＡＣ11名参加予定
４．米山梅吉記念館賛助会員（お一人（一口）￥3，000）
募集の件
【議事】
１．9月例会プログラムの件
9月14日
9月21日

9月28日
10月5日

承認

裁量休会
9/2社会奉仕・国際奉仕合同セミナー報告
9/15米山梅吉記念館秋季例祭報告
社会奉仕委員長
大熊 宏幸君

国際奉仕委員長
三好 勝晴君

米山委員長
白壁 浩之君

イニシエーションスピーチ
会 員
野口 陽一君

Ｒ財団地区補助金事業 贈呈式
Ｒ財団委員長
峯村祐紀子君


２．1₀～12月テーブル編成の件 承認 ⇒干支順
３．9/1₅（土）米山梅吉記念館秋季例祭祝儀￥1₀︐₀₀₀
支出の件 承認
４．9/22（土）ポリオ撲滅街頭募金活動（沼津 4 ＲＣ合
同）
の件 承認
⇒クラブより16名参加予定、沼商・桐陽ＩＡＣ参加人数
は確認中 ベスト着用・軽食配布予定
５．1₀/₅（金）地区Ｒ財団補助金事業贈呈式の件 承認
⇒峯村Ｒ財団委員長が打合せ、
松風荘よりゲスト2名参加
⇒静岡新聞社・沼津朝日へ記事掲載依頼
６．その他 駅前花壇の今後について
⇒沼津市緑地公園課と相談する

１．例会変更のお知らせ
沼津柿田川…9/19（水）は9/22（土）に変更
富 士 宮…9/10（月）は夜間例会 観月例会
9/17（月）は祝日休会
9/24（月）は祝日休会
富
士…9/19（水）は休会
２．9/1₅（土）米山梅吉記念館秋季例祭＠米山梅吉記
念館ホール14：₀₀～
３．9月のロータリーレート 1ドル＝112円

8月合計

16,000円

細澤君…桐陽高等学校ＩＡＣの九島先生、および生徒
の皆さん、ようこそお越しくださいました。これからもよ
ろしくお願いします。
三好君・上田君…8/29 Ａ、Ｂ合同テーブル会を楽しく行
いました。残金 10，330 円は、西日本豪雨災害義援金に
寄付させていただきました。
野際君…来週 9/6（木）～9/9（土）中央公園で「沼津自慢
フェスタ」
開催です。
ぜひ夕方からおでかけください。
テー
ブルに黒いリーフレット置かせていただきました。
野口君…先日はテーブル会に参加させていただきまして、
ありがとうございました。大変楽しい時間が過ごせました。

