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週報
第1564回例会

今月のテーマ『母子の健康月間』
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■本日の例会／ 第1565回 平成31年4月11日（木）
●会長・幹事報告
●台湾

■会長挨拶

●各委員会報告‥各委員長

龍山 RC 来宮のため夜間例会

山川 力 会長
皆さん、こんにちは、お疲れ様
です。新しい元号、令和に決まり
ました、新たな気持ちで５月からと
思っていますが、いきなり１０連休
で、先行きが見えません。４月は
母子の健康月間です。評論家 鈴木秀子さんのお
話です（実話です）ある先生が５年生の担任になっ
た時、一人の服装が不潔でだらしなく、どうしても、
好きになれない少年がいた。中間記録に先生は少年
の悪いところばかり記入するようになっていた。ある
時、少年の１年生からの記録が目に止まった。
｛朗ら
かで、友達が好きで、人にも親切。勉強もよくでき、
将来が楽しみ｝とある。間違いだ、他の子の記録に
違いない、先生はそう思った。２年生になると（母親
が病気で世話をしなければならず、時々遅刻する）と
書かれていた。3 年生では（母親の病気が悪くなり、
疲れていて教室で居眠りをする）3 年生の後半の記
録には（母親が死亡。希望を失い悲しんでいる）と
あり、４年生になると（父は生きる意欲を失い、アル
コール依存となり、子供に暴力をふるう）先生の胸に
激しい痛みが走った。自分がダメと決めつけていた
子が、突然深い悲しみを生き抜いている生身の人間
として、自分の前に立ち現れてきたのだ。先生にとっ
て目を開かされた瞬間であった。放課後、先生は少
年に声をかけた。
（先生は夕方まで教室で仕事するか
ら、あなたも勉強していかない？わからないところは
教えてあげるから）少年は初めて笑顔を見せた。そ
れから毎日、少年は教室の自分の机で予習復習を熱
心に続けた。授業で少年が初めて手を挙げた時、先
生に大きな喜びが沸きおこった。少年は自信を持ち
始めていた。クリスマスの午後だった。少年が小さな
包みを先生の胸に押し付けてきた。後で開いてみる
と香水の瓶だった。亡くなったお母さんが使っていた
ものに違いない。先生はその一滴を付け、夕暮れに

【出席率状況報告】
・会 員 数 ‥‥‥‥‥‥ 56 名
・出 席 者 ‥‥‥‥‥‥ 36 名
・欠 席 者 ‥‥‥‥‥‥ 20 名
・出 席 率 ‥‥‥‥ 64.29％
・3/14 の修正出席率‥ 73.21％

少年の家を訪ねた。少年は先生に気付くと飛んでき
て、先生の胸に顔をうずめて叫んだ。
（ああ、お母さ
んの匂い、今日は素敵なクリスマスだ）6 年生では、
先生は少年の担任ではなくなった。卒業の時、先生
に少年から１枚のカードが届いた。
（先生は僕のお母
さんのようです。そして、今まで出会った中で一番好
きな先生でした。
）それから 6 年また、カードが届い
た。
（明日は高校の卒業式です。僕は５年生で先生に
担任してもらって、とても幸せでした。おかげで奨学
金をもらって医学部に進学することができます）１０
年を経て、またカードが届いた。
（僕はよく５年生の
時の先生を思い出します）あのままダメになってしま
う僕を救ってくださった先生を、神様のように感じま
す。大人になり医者になった僕にとって最高の先生
は、５年生の時に担任してくださった先生です）そし
て１年、届いたカードは結婚式の招待状だった。
（母
の席に座ってください）と一行、書き添えられていた。
たった１年間の担任の先生との縁。その縁に少年は
無限の光を見出だし、それをよりどころとして、それ
からの人生を生きた。ここにこの少年の素晴らしさが
あるし、担任の先生の母性愛あふれる愛情に誰もが
感謝したくなると思う。以上で会長スピーチとします。



■幹事報告

篠原英介 幹事
①米山奨学生のカウンセラーの委
嘱状が届いています。
奨
 学生：姜丹鳳さん（ジャンダンフェ
ン）中国；宮崎大学
カウンセラー：黒木常義会員
②日南ロータリークラブ事務局移転
〒880－0014 日南市岩崎3－4－1－2号
Tel0987－22－3363 Fax0987－22－3515
③地区協議会のお知らせ
5月12日於:シーガイアコンベンション
9：00～15：30 多数のご参加をお願いいたします。
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■米山奨学生カウンセラー委嘱状伝達式
黒木常義 会員

ングの理論」や「カウンセラーとしての姿勢」
「傾聴
( けいちょう （
) 聴き方）」など自身のカウンセラーとし
ての知識や経験を惜しみ無く注ぎ平成 10 年から10
年間、毎月続けられた「ケースカンファレンス（事例
検討会）」も行ってきた。
また、現在は宮崎国際大学教授も行いながらス
クールカウンセラーとして小中学生、保護者教員のカ
ウンセリングも行っている。
紹介者 黒木 雄一会員

■イニシェションスピーチ
奨学生の名前 ジャン ダンフェン さん（中国）
                   宮崎大学 医博課程
                                    医学獣医学専攻

■「くすの木賞」授賞式について
髙橋誠司 会員
宮崎中央ロータリークラブ（山川
力会長）では、今年度の社会奉仕
賞「くすの木賞」を、宮崎大学名
誉教授、宮崎国際大学教授、スクー
ルカウンセラーの安東 末廣氏に
贈ります。
日
場

程
所

4月18日（木）12時45分より
シーガイアリゾート内 コテージ・ヒムカ
HIMUKAルーム」
式次第 受賞者紹介 賞状授与 受賞者記念講演
◆くすの木賞について
くすの木賞は宮崎中央ロータリークラブの創立 1
周年記念事業として、昭和 62 年 4 月に制定され、
職業活動、ボランティア活動など、有為な社会活動
を通じ奉仕の理想を具現されている個人、法人その
他の団体に、クラブ創立記念日に贈呈しています。
◆安東末廣氏について
宮崎大学教育学部の教授としてご活躍される傍
ら、産業カンウンセラー養成講座や資格獲得後の
研修会などを通して平成 4 年から 25 年に亘り養成
講座の立ち上げから現在迄、中心的存在として産業
カウンセラーの養成に深く携わってこられた方です。
養成講座では 6 ヶ月の間、実技 104 時間を含む
189 時間をかけてカウンセリングの知識と技術を身
につけるカリュキュラムで行っており、
「企業」
「行政」
「医療」
「福祉」
「教育」
「就労支援」などさまざまな
領域で支援を行うことになります。
カウンセラーにとって最も基礎となる「カウンセリ

西部雅子 会員
3 月に入会させていただきました
西部です。これから皆様にご指導い
ただきながら活動をしていきたいと
思います。どうぞよろしくお願いしま
す。
私は、宮崎生まれ宮崎育ち、保育園の 3 代目とし
て常に子どもたちの声が聞こえる中育ちました。大学
進学で宮崎を出まして京都で過ごしました。大学では
生け花と合唱に夢中になり生け花では 2 年近く師範
の先生の付き人をしており、合唱ではコンダクターを 3
年していました。それから宮崎に戻り結婚と出産を経
て今に至っております。
家族は、園で副園長をしている主人、鹿児島に進
学している大学生の長女、サッカーばかりしている高
校生の次女の 3 人です。長女は土木が好きでドボジョ
として勉強しています。次女は今年高校 3 年ですが
受験の心配はせず、サッカーなばかりをしています。
仕事は、子ども園の園長と法人理事長を兼ねてい
ます。創業 65 年。現在は 2 か園、150 名ほどのお
子さんをお預かりしています。
趣味は読書です。ミステリー作品など年間 100 冊
ほどは読んでいます。
性格は、とにかく楽天家。その性格は仕事ぶりに
も表れているそうで①雨天時の計画を立てない②反
省をしない③なんとかなる。など、随所にみられると
先日職員が教えてくれました。
マラソンと登山は苦手で、地道に頑張って達成感
を得ることが少し得意ではありません。
最後に、私はまだまだ人間的にも未熟で、皆様の
ご指導ご教授をいただかなければとてもロータリーで
活動ができません。皆様に少しでも追いつけるよう頑
張っていきますのでどうぞよろしくお願いします。
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■会員卓話

岡田圭史 会員
こんにちは！岡田です。新 元号
も決まりまして、私達は昭和、平成
を経て令和元年を迎える事となりま
す。令和の時代を生き抜き次の元
号を健康に迎えるために大事なの
は、
食事と運です。今日はキノコと神社の話しをします。

■結婚記念日（敬称略）
鳥山

浩、片木重光、江島

寛、長岡紀行、

田島直也、甲斐裕隆

■誕生祝い（敬称略）
黒木陽子、黒田健司、林

貴信

出席委員会報告

長友春雄 副委員長
◆3/14メイクアップ者名（敬称略）
生駒俊明、木村聡之、黒木陽子、新地康宏
三輪修珍、湯浅敏幸、志多充吉、志戸本和孝

ハッピーボックス（敬称略）
●長友春雄…結婚記念日のお花頂いてありがとうご
ざいました。早いもので結婚して 37 年になりました。
●高野広美…結婚記念日のお花有難うございまし
た。とても綺麗で家内も喜んでおりました。
●外山政典…記念品、有難う御座いました。
63 才を迎える事が出来ました。今後も悔いなく楽し
く過ごしたいと思います。
●鳥山浩…四月二日五十一回目結婚記念日を迎え
お花を戴きありがとうございました。
なぜ四月二日と言いますと前日がエイプリルフールで
一日をさけたためです。
●生駒俊明…3 月 21日にきれいなお花をいただきあ
りがとうございました。三十九回目の結婚祝でした。
39 →サンキュー = 感謝です。
夫婦でここまで来れたことに感謝します。
●志多充吉…一年間通いつづけたリハビリ通院でし
たが、主治医から、卒業の診断をうけました。
●志戸本和孝…2 月 28 日は 31 回目の結婚記念日
で素敵なお花を、3 月 24 日は 58 回目の誕生日とい
うことでお祝いを頂きました。例会に出席できず大
変遅くなりました。
皆様に感謝申し上げるとともに二回分のハッピーさ
せて頂きます。有難うございました。

〒880-0806
〒880-0806 広島1丁目3番地3
広島1丁目3番地3 秀豊ビル
秀豊ビル 4階
4階
シーガイアコンベンションセンター
会長／山川 力 副会長／篠原英介・藤原昭公 幹事／篠原英介

0985-22-9170
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