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みんなに公平か
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会　長　大 島　恒 彦

鯖江ロータリークラブ会長方針 

「クラブの改革」と「人道奉仕」

開 会 点 鐘

四 つ の テ ス ト

ロ ー タ リ ー ソ ン グ

僕のRC、私のRC、みんなのRC

会 長 の 時 間

幹 事 報 告 等

閉 会 点 鍾

鯖江商工会議所３階中ホール

できることから始めてみましょう

出席率74．4％

第2851回
6/15(金)

第2853回
 7/6(金)6月第4例会6月第3例会

第2851回
6/15(金）

例会報告

第2852回
   6/22(金) 7月第1例会

点鐘：18:30 点鐘：12:30

 会 長 の 時 間

  酒井　芳則    副会長
　9月8日に障がいのある
子ども達にサポートするこ
とを計画しております。
そこで、発達障害って何だ
ろうと、福大医学部付属病

院の藤岡徹先生のお話を、6月9日アオッサでお聞
きする機会がありましたので、お知らせします。
　発達障害って何だろう？？
・生まれつきの特性の結果、日常生活や社会生活、
学業に困難が生じている状態の事
・しつけや関わり方により生じるものではない
・周りの人がかかわり方(声かけの仕方など)を変
えたり、支援・配慮をすること、本人が自分の特徴
を理解して対応することで、困難を目立たなくさせ
ることはできる
　発達障害に含まれる主な障害
・自閉スペクトラム症
・注意欠如多動症（ADHD)
・限局性学習症
・発達性協調運動症
・知的能力障害　
　自閉スペクトラム症
・対人関係の問題→マイペース
・こだわり→融通が利かなくてユニーク
・感覚の問題→特定の音・匂い・感触(味）に反応
　注意欠如多動性
・注意力の問題：注意散漫と過集中
・多動性の問題：じっとできない
・衝動性の問題：待てない
　限局性学習症（学習障害）
・読み・書き・計算を、スムーズかつ正確が困難
　どこからが障害なの？
・明確な線引きはできない（困難が生じる所）
・発達障害の特性は、強弱あるが、世の中の人全
員が持っている特性の一つ
・その特性を周囲が長所として活用する

会　長　挨　拶

卓話

テーマ

ロータリーソング

「それでこそロータリー」

瀧谷　えみ子
　ソングリーダー

点鐘：12:30

僕のRC,私のRC,みんなのRC
峯田　信匡　会員
　RCに入会して良かっ
たことは、いろんな方と
の出会いです。ロータリ
アンの皆さんは勿論、そ
の家族の方・会社の方・

友人の方等、いろんな繫がりによって出会いがあ
り、それもずっと長く付き合っていけることが大変
嬉しい事だと思います。これからもどうかよろしく
お願いします。

「まちづくり　くにづくり」
ヤマト工芸㈱代表取締役　社長

高  野　利  明　様

最　終　例　会

会場：神明苑

2018-19年度

会長・委員長方針発表

地区からの委嘱状
桑原　重之　会員
酒井　雅憲　会員

 　対応の仕方
・注意を向けてもらう（名前を呼ぶ・近くで話す）
・指示を出して動いてもらう、休憩を入れる
・気になる行動、「行動の前」と「行動の後」が大切
　「ほめる」理由
・子どもの自尊心低下を防ぐ
・怒るだけでは、子どもは正しい行動ができない
・罰はまねしてしまう
　もしも、大きく困ることがあったら
・通学する学校や園の先生
・カウンセラー、教育関連施設
・市町村関係、児童相談所、専門医療機関

委　員　会　報　告
田村　康夫　財団委員長
　本日は、吉田 俊博  会員、
西尾 俊一  会員、桑原 重之
会員、酒井 芳則  会員、野中
敏昭  会員、馬場 一彦  会
員。たくさんの尊いご寄付に

感謝申し上げます。ありがとうございました。
　酒井　雅憲　
　青少年奉仕地区委員
　先日RAC地区大会に出席
した時のお話ですが、特に
RACの例会時、若い女性も
増えまして、非常にセクハラ

（我々の時代には問題にならなかったような）の報告
があったということです。皆さんも、メールやラインも
含めまして、（昔の挨拶：ボーンと当たったり、肩を叩
いたりは訴えられる）適切な表現でご注意願います。

委　嘱　状　交　付
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小計 ￥       41,000　
累計 ￥  1,377,000

にこにこＢＯＸ報告

孝久　治宏
　ニコニコ委員長

編集：クラブ広報委員会

酒井　芳則　会員
野中　敏昭　会員
大橋　良史　会員
窪田　健一　会員
笠原　昌示　会員
橋本　政宣　会員

テーマ卓話

1 高野様の卓話を楽しみに、期待して
2 大島会長・川手幹事1年間ご苦労様でした
3 最終例会欠席します
4 今年も終わりですね
5 高野様の卓話と入会を期待して
6 お体ご自愛下さい
7 ちょっと良いことがありました
8 早退します
9 高野先輩お久しぶりです

齋藤 多久馬   会員
笹尾　昌敬　会員
清水　康弘　会員
吉田　俊博　会員
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10本日も寄付をたくさんいただき感謝です

田村　康夫　会員
岩尾　顕治　会員
馬場　一彦　会員
増永　英彦　会員

牧野　友美　会員
岡本　圭子　会員
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「まちづくり  ものづくり  くにづくり」
ヤマト工芸㈱代表取締役　社長

高  野　利  明　様

　先ほど、セクハラの話が出ていましたが、私は民
生委員をやらせていただいる関係で、よく耳に入っ
てくることですが、認知症になると、お年寄りの理性
が抑えられなくなり、看護師さんらにセクハラをして
しまうので、なるべく認知症にならない社会活動が
必要だと思います。

 　「まちづくり　ものづくり　くにづくり」という事をテーマにしたのは、実は
当事者だからです。実際に若い人達が河和田に来て、「ものづくり」をして、
実際に住んでいるのかなという所で、移住して日本の伝統産業を継承して
いけるような環境を作るという事を進めています。
　私はいろんな会に所属しています。それは、それぞれの会に特徴がありま
して、「ものづくり」をしている「当事者」は意外と少ないです。NPOなどは、社
会性がとても強くて、市役所や学校の先生を卒業された方が、「ものづくり、
まちづくり」を企画されていて、これは「当事者」である私が参加しないとい
けないなと感じ、活動しています。商工会議所も所属していますが、職員さ
んばかり頑張っていて、メンバーが今一つだと感じています。区長も任期が
1年という事で、次年度区長も交えた協議会を造ろうとか、一昨年「井戸端会
議」を開催した折、若い人主体に「まちづくり応援団」が河和田にも出来まし
た。「継体大王の会」は、継体大王に1500年の時空を超えて来てもらおうと
提案しています。「アートキャンプ」は、京都の大学生中心に7・8年続いてい
ます。「河和田自然に親しむ会」とタイアップで、「かわだどんぶり」を販売し
ています。
　会を運営している中には、年配の方もいますので、セクハラ的な挨拶をす
る人がおります。「ちょっと、今はそれは禁句ですよ」と忠告しますが、先日、
SKBのOGの方が来られた時に「思ったより年とった姉ちゃんやな」と、言うの
で酒の席上なので…などとフォローが大変でした。
　「2030年目標　SDCｓ」についてですが、鯖江市が「持続可能な地域、め
がねの町さばえ　市民が主役」という事で、丹南テレビが画像編集して、市
長が国連へ持って行って話されたものです。鯖江がどっちを向いているの
かを我々市民が知っておかないといけないと思います。

　鯖江市のまちづくり　2030年目標　SDGｓ
　持続可能な地域、めがねの町さばえ
　市民が主役
1.女性の活躍社会（行政が支援）
　地場産業　仕事を作り、若い人が移住している
2.市民参加の協働
　・互助、お互い様、隣の子も面倒を見る
　・市民の出番と居場所を作る
　事業の民営化
3.SDGｓ研究チームの立ち上げ（29年）
　・キックオフミーティング　市の900事業で何にあてはまるか～
4.市民まちづくり課
　・提案型市民主役事業化制度（今は50事業を民営化）
　・JK課、OC課の活動

幹　事　報　告
　川手　博明　幹事
①最終例会ですが、会長のバッジ交換式を行い
ます。
②有代さんが、今期で引退させて欲しいとの申し
出がありました。7/13に感謝状と記念品を渡した
いと思います。

③6/20尼崎東RCへ9名で参ります。会長はネクタイ着用、他の方はクー
ルビズでお願いします。
④バリのタマンRCイスカンダル・マキコさんと京都京阪グランドホテルに
て18：00にお会いします。現・新会長、幹事と清水次々年度会長の5名を
予定していますが、尼崎同行の方で希望される方は、ご一緒にどうぞ。
⑤リサイクルペーパーを6/16午後1時から鯖江商工会議所北口にて行
いますので、それまでにリサイクル品を置いておいてください。
⑥1年間、鯖江RCにご協力・ご鞭撻をいただきありがとうございました。

　

　・ITを広げてまちづくり
　・人権問題＝子どもの心と元気な高齢者づくり

　鯖江では普通である、職人の旦那さんが仕事をしていて、奥さんが手伝い
をし、息子が後を継ぐ、伝統的なその形は世界に例がないようです。（今は
仕事が少なく、息子は外へ仕事に行くようですが）ニーズをリサーチして商
品開発すれば、まだまだ伝統工芸は伸びていくと思います。
　2025年問題は、人口の多い我々の年代が、その頃には後期高齢者とな
って、認知症の人が増える対策のためのまちづくりを始めようとしています
が、あと20年後にはその人たちが90歳になって、まちにうようよいるという
事もイメージしながら、対策を開始することも大事だと思います。
　私の体験ですが、父が早くに亡くなり、母が育てる（4人兄弟）こととなり、
18歳で独立しました。その頃漆器がプラスティックになっていましたので、
伝統工芸に漆器が指定されたのを機に、これから私がやっていかねばなら
ないのかと20歳ぐらいに目標を設定して、生き残
るためにデザインを考案したり、新商品を開発し
ました。
　池田から移住してきた人が商いを始めたら、木
工屋さんが移住して、塗りの人も移住してきて、職
人さんも来るなどでどんどん町民が増えてきまし
た。「まちづくりは、よそ者・若者・ばか者」というけれど、やはりよそから来ら
れた方が気が付くのです。「何で地元の者は伝統工芸に協力しないのや」と
言われますが、「仕方ないんや、地元の者は気が付かんのや、脳科学でも言
われているんや」という事で、よその者に気づかせてもらって、まちづくりを
時間かけて作っています。
　まちづくりプロジェクト「ラブカントリーあそうだ」を作って、町内新聞発刊
とか婦人会との交流をしたり、イベントは子ども主体で行う（じいちゃんが喜
ぶ）など、若い者中心に伝統工芸青年部(36名）も作りました。日本中に伝統
工芸青年部があると思って交流会をしたら、あれ！皆の所は15・6名？反対
に河和田はすごいね！といわれました。更に今は50名の青年部がおります。
　会議などでは、人の意見に否定をしない事が大事です。それぞれ経験か
ら話されるので、色んな立場の意見を調整するのは大変な事です。特に年
配の方は経験とキャリアがあるので、他の意見は気に入らない事態が大い
にありますので、フォローが大変だと実感しております。
　いま、区長としての勉強中で、写真で空き地・空き家等を提出し、雪が降っ
た場合誰も居ないところの雪で、道路がふさがれるという事で、山水を利用
した融雪を県のモデル事業にどうかと提案したことで、通って予算まで付き
ました。また、漆器組合の全国の理事長もさせてもらい、NPO（環境を大切に
したまちづくり）、区長会、河和田アートキャンプ、継体大王の会などの活動、
そして、弊社の若い人達20名の会社が今では50名になり、仕事も多く、塗り
の会社６軒、生地の会社６軒に助けていただきながら、自分があると自覚し
ております。
　皆様方のお力添えをどうぞよろしくお願いいたします。
ご清聴ありがとうございました。


