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出席の状況
会員数　58名（内出席免除　４名）　出席者数　43名　　欠席者数　15名
出席率　76.79％　　前々回訂正　89.09％　　　　
欠席者　原，岩本，加戸，川本，河村，木本，家守，小橋，南葉，大賀，丹治，槌田，山本，
　　　（平野），（渡辺）

S . A . A . 　 　　
結婚記念日に花束を届けて頂き有難う
ございました。これからの人生、ゆっくりと
丁寧に過して行きたいと思います。

羽原様、土屋様、森山様、ご足労いただ
きありがとうございます。本日の卓話よろ
しくお願いします。

会 長 報 告  会　長　堀　川　辰　也
　今日は旧暦の1月1日で、中国では春節と呼び正月として祝うようですが、この春節を祝う行事
は、中国だけでなく韓国・北朝鮮・台湾・ベトナム・シンガポール・マレーシアなどの旧中華圏で
行われているそうです。明後日から２５周年記念事業のためタイへ行きますが、タイでは春節を
祝う風習はなく、タイの旧暦では、現在の４月が正月だったそうで、その名残で４月１３～１５日が
国の祝日となっています。この時には、各地で水かけ祭りと言われる行事が行われ、道を歩いていると突然水を掛
けられることがあるそうですので、この時期にタイへ行かれることがあれば気を付けてください。但し、４月はタイで
一番暑い時期なので、すぐ乾くと思います。明後日からタイへ行き、記念事業の贈呈式を行い、来週の月曜日の朝、
日本に帰って来ますので、もしかしたら例会に遅れるかもしれませんので、その時はよろしくお願いします。

幹 事 報 告 幹　事　入　江　直　人
①　ロータリーの友2月号を配付しております。
②　2016～2017年度版 ロータリー手帳のご案内が届いておりますので回覧致します。注文さ
れる方は該当欄にご記入ください。
③　他クラブ週報・月報を回覧致します。
④　本日例会終了後13時30分より、3F「エメラルドの間」において「第3回被選理事、役員会」が開催されますの
で、次年度理事、役員の皆様はご出席ください。

外 部 卓 話 
「聴覚障害者のくらし」 岡山市聴覚障害者協会　　　会長　羽原 裕子  様
 手話通訳　岡山県手話通訳問題研究会　会長　土屋 教子  様
　皆さんは、私を見てどこに障害があるか、分かりますか。聴覚障害は目に見えない障害と
言われています。
　私には、皆さんの声も、家族の声も聴こえません。そのことをとても残念に思います。私の場合は、生まれつき聴こえませんでした。
手話が私たちの言語となります。手話はコミュニケーションし易いとても大切なものです。口話だけですと、口の動きが小さいと読み
取れないからです。
　普通の社会では、耳が聴こえないことは、とても分かりにくいことです。例えば、目が不自由な人は、杖をついています。足が不自由
な人は、車椅子に載っています。しかし、耳の不自由な人は、見た目には分かりません。見た目には分からないので、耳が不自由なこ
とが理解されないことが多いです。
　ある時、歩いていて、道を尋ねられたことがありました。尋ねた人は、私が反応しないことに腹を立てているようでしたが、私には何

クラブフォーラムを創立25周年式典の協議と次年度への委員会引継作業とする。
②クリスマス家族例会の収支報告について　…原案通り、承認。
③新年互礼会の収支報告について　…原案通り、承認。
④創立記念夜間例会について　…原案通り、承認。
⑤出席免除について　…渡辺晋一会員より体調不良の為、出席免除申請書が提出され、承認。
⑥プロ野球オープン戦観戦招待について　…観戦応募は行わず。
⑦その他
・本年度の家族旅行は、6月12日㈰、行先は宝塚歌劇団観劇を予定。
・3月14日13時30分より、秋山義信ガバナー補佐をお迎えしてのクラブ協議会を開催予定。
・本年度ＲＩ会長賞受賞の条件の１つとして、クラブ会員の50％が、ＭｙＲｏｔａｒｙへのアカウント登録を行う必
要がある。
今後、各会員に登録して頂くように、例会内で資料の配布・説明を行う。

⒌報告事項　…特になし
⒍閉　会 副　会　長　　平松　信

第３回創立25周年実行委員会議事録
日時　平成28年１月25日㈪13：30～　　場所　ホテルグランヴィア岡山３階「トパーズの間」
出席者　　堀川辰也　横山俊彦　鴨井利典　入江直人　花房　茂　相原利行　藤岡　温　川西熊雄　
　　　　　岡本浩三　児島正典　大饗よし江　西岡貞則　小松忠男　山田喜広　竹本千代子　　
実行委員長 挨拶
審議事項
１　実行委員会の組織について　　原案を承認
２　記念事業贈呈式の日程について
　　　平成28年2月10日～15日　　　贈呈式への出席者　小松前会長、堀川会長、入江幹事
３　記念式典・祝宴の流れについて
■日時　平成28年５月15日　　受付開始  10：30　  記念式典  11：00～12：00　  祝宴  12：30～14：30
■式典の内容
⒈点鐘　  
⒉開会の言葉　創立25周年記念式典実行委員長
⒊国歌斉唱
⒋「奉仕の理想」　「クラブソング」斉唱　
　ソングリーダー　担当　日笠伸之 会員
⒌来賓紹介  
⒍特別参加者（友好クラブ）紹介
⒎物故会員紹介・黙祷
■祝宴内容 ⒈挨拶　　会長
 ⒉岡山北RC　会長挨拶
 ⒊乾杯   初代会長　
■決定事項 ・司会の補佐は外部へは依頼しない。クラブ内で行う。
 ・アトラクションについては、今後検討（低コストで検討）。
 ・バンケットへの依頼も行わない。
 ・全体写真は、コストを踏まえ検討する。
 ・記念事業の冊子及び記念誌は制作しない。発表は、プロジェクターで行うのみとする。
 ・祝宴ののち、京都朱雀RCとの懇親会を設ける
　　　　　　　　（当クラブの参加者は、先方人数以上の者をあらかじめ選出）。
４　案内状について  案内状配布先リストを作成し、配布準備を行う。
５　祝宴の料理について　大饗祝宴担当委員長に調整頂く。

が起こったか分からず、とても不安に思いました。また、その人を助けてあげられず残念に思いました。日常の生活の中にも困ること
がたくさんあります。
　しかし、聴こえないのだから出来ないだろうと決め付けるのではなく、やって欲しいと言って欲しいのです。以前は、聴こえないから
仕事も出来ないだろうと、差別を受けることも多かったと思います。今では、少しずつ解消されて来ていますが、まだまだ差別はある
と思います。私は、頑張って少しずつ社会を変えて行きたいと思います。
　手話サークルは、聴こえない者が安心出来る場所です。健常者の方と交流することが出来ますし、情報交換も出来ます。聴覚障
害者と共に歩んで行こうとして頂けているところが、とても良いところです。皆さんも、手話は難しいと決め付けるのではなく、気持ちを
伝えようと積極的にコミュニケーションをとって頂きたいと思います。聴こえる人の世界に入って行くことは難しいことですが、手話通
訳の方のおかげで、入って行き易くなりました。また、手話を学ぶ人も増えています。
　今回お招き頂いたことをきっかけに、ロータリークラブとも交流していければ、と思います。現在、力を入れているのは聴覚障害者
の高齢者が集える場所をつくることです。安心して暮らせる老人ホームが欲しいと思っています。
　私の家族も全員が手話でコミュニケーションが出来る訳ではありません。家族の中にいても一人ぼっちだと感じる方がいます。聴
覚障害者の高齢者が安心して暮らせる施設をつくる運動をしています。
　これからも、この運動を一生懸命頑張って行こうと思います。本日はお話を聴いて頂き、ありがとうございました。
 麦の会　事務局　森山 知子  様
　ご紹介いただきました、麦の会　森山と申します。改めまして、本日は岡山市手話サークル　麦の会を代表
いたしましてこのような機会を与えてくださったこと厚く御礼申し上げます。私からは当サークルについて簡単に
ご説明させていただきます。
　皆様、手話サークルとお聞きになって実際どんなことをしているところかご存知の方はいらっしゃいますか？
サークルと銘打っておりますので、皆様のお住まいの地域にも色 な々サークルがあるのをご存知の方もいらっしゃると思います。たと
えば、囲碁や、歌、多くは趣味や嗜好を同じくした方々が集まり楽しむ場としてあるものが多いです。手話サークルは、手話を学習し
たい、習いたいというような聞こえる方ばかりでなく、実際に言語として手話を使っている聴覚障がい者の方 も々参加しています。先
ほどの羽原さん、通訳の土屋さん、また、私のような手話の勉強中の者まで、いろんな立場、年齢の方々が集まっています。
　サークルの大きな活動の目的としては、手話の学習と普及はもちろん、聴覚障がい者との相互の親睦を図るための情報交換及びレ
クリエーション活動もございます。また、先ほどの卓話でも少しご理解いただけたことと存じますが、聴覚障がい者を取り巻く環境では、
まだまだ理解が充分になされているとはいえません。聴覚障がい者と共に、広く啓蒙、啓発していくことも、とても大切な活動です。
　岡山市内には、我 と々同じような手話サークルがおよそ２０団体ほどございます。その中でも、麦の会は1986年昭和61年の設立で
すので、岡山でもかなり歴史の古い手話サークルでございます。ちょうど今年の10月で30周年を迎えることとなりました。今年の秋に
は３０周年の記念行事として、講演会も企画しているところです。普段の活動としては、毎週金曜日の夜７時～９時まで、岡山市南
公民館で例会をおこなっています。平均して老若男女およそ２、３０名ほどが集まり、テーマに基づいて情報交換したり、レクリエー
ションしたりと、手話を介してコミュニケーションを楽しんでおります。年間の企画行事として、レクリエーション大会、夏期研修会、秋期
研修会、また社会見学旅行としてバスツアーを企画など、聴覚障がい者の会員との交流を通して、サポートのあり方を実際に体験し
学んでおります。昨年秋の研修会では、皆様もご存知の岡山盲学校の竹内昌彦先生の映画「見えないから見えたもの」の上映会
を開催いたしました。毎年、社会福祉協議会の依頼を受け、手話を始めてみたいという一般の方向けに手話入門講座も開催して
おり、一般の方々への関心を高めてもらえる努力も続けております。これからも、聴覚障がいの方々が我 と々同様に安全で安心して
暮らせる社会になれるように、より多くの方へ聴覚障がいに対する理解を深めていただく活動に励んでまいりたいと思います。今日、
皆様にお話させていただけたのも、大変大きな前進だと感じております。
　手話ができないことで、助けの手を差し伸べられないことはありません。ぜひ、積極的にもう一歩踏み出してみて下さい。まさにこ
のロータリークラブのスローガン「親睦の絆で高める奉仕の心」のまま進んでいただけたらと思います。本日はお招き誠にありがとうご
ざいました。今後ともぜひ我々の活動にあたたかいご支援、ご協力いただけますようお願い申し上げます。

第８回理事、役員会議事録 
日時　平成28年２月１日㈪13：35～14：00　　場所　ホテルグランヴィア岡山３階「ルビーの間」
 司会・幹事　入江　直人
⒈開　会 会　　　長　堀川　辰也
⒉出席者の確認 副　幹　事　末吉　賢多
　堀川辰也　平松　信　入江直人　末吉賢多　坪井雅弘  西岡貞則　氏房信明  鴨井利典　槌田道弘
　大饗よし江  山田喜広　小菅英司　西山隆三郎　岡本和夫　相原利行（プログラム委員長代理出席）
⒊会長挨拶 堀川　辰也
⒋審議事項
①２月～４月のプログラムについて　…
3月7日クラブフォーラム（国際奉仕）にて、記念事業（北タイ子供就学支援）の報告を行う。3月14日

　

創立 25周年記念事業・記念式典について　　 

創立25周年記念事業・式典実行委員会組織（案）

－１－

前回２月８日の例会記録前回２月８日の例会記録前回２月８日の例会記録前回２月８日の例会記録

例会プログラム例会プログラム例会プログラム例会プログラム

先日の歴史同好会では山下会員のお
話、楽しく聞かせてもらいましたのでス
マイルします。会員の皆様もご苦労さま
でした。

小松原様、青江の工事ではお世話にな
りました。　　　

以上，４件　19,000円（累計　621,000円）
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⒌報告事項　…特になし
⒍閉　会 副　会　長　　平松　信

第３回創立25周年実行委員会議事録
日時　平成28年１月25日㈪13：30～　　場所　ホテルグランヴィア岡山３階「トパーズの間」
出席者　　堀川辰也　横山俊彦　鴨井利典　入江直人　花房　茂　相原利行　藤岡　温　川西熊雄　
　　　　　岡本浩三　児島正典　大饗よし江　西岡貞則　小松忠男　山田喜広　竹本千代子　　
実行委員長 挨拶
審議事項
１　実行委員会の組織について　　原案を承認
２　記念事業贈呈式の日程について
　　　平成28年2月10日～15日　　　贈呈式への出席者　小松前会長、堀川会長、入江幹事
３　記念式典・祝宴の流れについて
■日時　平成28年５月15日　　受付開始  10：30　  記念式典  11：00～12：00　  祝宴  12：30～14：30
■式典の内容
⒈点鐘　  
⒉開会の言葉　創立25周年記念式典実行委員長
⒊国歌斉唱
⒋「奉仕の理想」　「クラブソング」斉唱　
　ソングリーダー　担当　日笠伸之 会員
⒌来賓紹介  
⒍特別参加者（友好クラブ）紹介
⒎物故会員紹介・黙祷
■祝宴内容 ⒈挨拶　　会長
 ⒉岡山北RC　会長挨拶
 ⒊乾杯   初代会長　
■決定事項 ・司会の補佐は外部へは依頼しない。クラブ内で行う。
 ・アトラクションについては、今後検討（低コストで検討）。
 ・バンケットへの依頼も行わない。
 ・全体写真は、コストを踏まえ検討する。
 ・記念事業の冊子及び記念誌は制作しない。発表は、プロジェクターで行うのみとする。
 ・祝宴ののち、京都朱雀RCとの懇親会を設ける
　　　　　　　　（当クラブの参加者は、先方人数以上の者をあらかじめ選出）。
４　案内状について  案内状配布先リストを作成し、配布準備を行う。
５　祝宴の料理について　大饗祝宴担当委員長に調整頂く。

が起こったか分からず、とても不安に思いました。また、その人を助けてあげられず残念に思いました。日常の生活の中にも困ること
がたくさんあります。
　しかし、聴こえないのだから出来ないだろうと決め付けるのではなく、やって欲しいと言って欲しいのです。以前は、聴こえないから
仕事も出来ないだろうと、差別を受けることも多かったと思います。今では、少しずつ解消されて来ていますが、まだまだ差別はある
と思います。私は、頑張って少しずつ社会を変えて行きたいと思います。
　手話サークルは、聴こえない者が安心出来る場所です。健常者の方と交流することが出来ますし、情報交換も出来ます。聴覚障
害者と共に歩んで行こうとして頂けているところが、とても良いところです。皆さんも、手話は難しいと決め付けるのではなく、気持ちを
伝えようと積極的にコミュニケーションをとって頂きたいと思います。聴こえる人の世界に入って行くことは難しいことですが、手話通
訳の方のおかげで、入って行き易くなりました。また、手話を学ぶ人も増えています。
　今回お招き頂いたことをきっかけに、ロータリークラブとも交流していければ、と思います。現在、力を入れているのは聴覚障害者
の高齢者が集える場所をつくることです。安心して暮らせる老人ホームが欲しいと思っています。
　私の家族も全員が手話でコミュニケーションが出来る訳ではありません。家族の中にいても一人ぼっちだと感じる方がいます。聴
覚障害者の高齢者が安心して暮らせる施設をつくる運動をしています。
　これからも、この運動を一生懸命頑張って行こうと思います。本日はお話を聴いて頂き、ありがとうございました。
 麦の会　事務局　森山 知子  様
　ご紹介いただきました、麦の会　森山と申します。改めまして、本日は岡山市手話サークル　麦の会を代表
いたしましてこのような機会を与えてくださったこと厚く御礼申し上げます。私からは当サークルについて簡単に
ご説明させていただきます。
　皆様、手話サークルとお聞きになって実際どんなことをしているところかご存知の方はいらっしゃいますか？
サークルと銘打っておりますので、皆様のお住まいの地域にも色 な々サークルがあるのをご存知の方もいらっしゃると思います。たと
えば、囲碁や、歌、多くは趣味や嗜好を同じくした方々が集まり楽しむ場としてあるものが多いです。手話サークルは、手話を学習し
たい、習いたいというような聞こえる方ばかりでなく、実際に言語として手話を使っている聴覚障がい者の方 も々参加しています。先
ほどの羽原さん、通訳の土屋さん、また、私のような手話の勉強中の者まで、いろんな立場、年齢の方々が集まっています。
　サークルの大きな活動の目的としては、手話の学習と普及はもちろん、聴覚障がい者との相互の親睦を図るための情報交換及びレ
クリエーション活動もございます。また、先ほどの卓話でも少しご理解いただけたことと存じますが、聴覚障がい者を取り巻く環境では、
まだまだ理解が充分になされているとはいえません。聴覚障がい者と共に、広く啓蒙、啓発していくことも、とても大切な活動です。
　岡山市内には、我 と々同じような手話サークルがおよそ２０団体ほどございます。その中でも、麦の会は1986年昭和61年の設立で
すので、岡山でもかなり歴史の古い手話サークルでございます。ちょうど今年の10月で30周年を迎えることとなりました。今年の秋に
は３０周年の記念行事として、講演会も企画しているところです。普段の活動としては、毎週金曜日の夜７時～９時まで、岡山市南
公民館で例会をおこなっています。平均して老若男女およそ２、３０名ほどが集まり、テーマに基づいて情報交換したり、レクリエー
ションしたりと、手話を介してコミュニケーションを楽しんでおります。年間の企画行事として、レクリエーション大会、夏期研修会、秋期
研修会、また社会見学旅行としてバスツアーを企画など、聴覚障がい者の会員との交流を通して、サポートのあり方を実際に体験し
学んでおります。昨年秋の研修会では、皆様もご存知の岡山盲学校の竹内昌彦先生の映画「見えないから見えたもの」の上映会
を開催いたしました。毎年、社会福祉協議会の依頼を受け、手話を始めてみたいという一般の方向けに手話入門講座も開催して
おり、一般の方々への関心を高めてもらえる努力も続けております。これからも、聴覚障がいの方々が我 と々同様に安全で安心して
暮らせる社会になれるように、より多くの方へ聴覚障がいに対する理解を深めていただく活動に励んでまいりたいと思います。今日、
皆様にお話させていただけたのも、大変大きな前進だと感じております。
　手話ができないことで、助けの手を差し伸べられないことはありません。ぜひ、積極的にもう一歩踏み出してみて下さい。まさにこ
のロータリークラブのスローガン「親睦の絆で高める奉仕の心」のまま進んでいただけたらと思います。本日はお招き誠にありがとうご
ざいました。今後ともぜひ我々の活動にあたたかいご支援、ご協力いただけますようお願い申し上げます。

第８回理事、役員会議事録 
日時　平成28年２月１日㈪13：35～14：00　　場所　ホテルグランヴィア岡山３階「ルビーの間」
 司会・幹事　入江　直人
⒈開　会 会　　　長　堀川　辰也
⒉出席者の確認 副　幹　事　末吉　賢多
　堀川辰也　平松　信　入江直人　末吉賢多　坪井雅弘  西岡貞則　氏房信明  鴨井利典　槌田道弘
　大饗よし江  山田喜広　小菅英司　西山隆三郎　岡本和夫　相原利行（プログラム委員長代理出席）
⒊会長挨拶 堀川　辰也
⒋審議事項
①２月～４月のプログラムについて　…
3月7日クラブフォーラム（国際奉仕）にて、記念事業（北タイ子供就学支援）の報告を行う。3月14日

　

創立 25周年記念事業・記念式典について　　 

創立25周年記念事業・式典実行委員会組織（案）
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出席の状況
会員数　58名（内出席免除　４名）　出席者数　43名　　欠席者数　15名
出席率　76.79％　　前々回訂正　89.09％　　　　
欠席者　原，岩本，加戸，川本，河村，木本，家守，小橋，南葉，大賀，丹治，槌田，山本，
　　　（平野），（渡辺）

S . A . A . 　 　　
結婚記念日に花束を届けて頂き有難う
ございました。これからの人生、ゆっくりと
丁寧に過して行きたいと思います。

羽原様、土屋様、森山様、ご足労いただ
きありがとうございます。本日の卓話よろ
しくお願いします。

会 長 報 告  会　長　堀　川　辰　也
　今日は旧暦の1月1日で、中国では春節と呼び正月として祝うようですが、この春節を祝う行事
は、中国だけでなく韓国・北朝鮮・台湾・ベトナム・シンガポール・マレーシアなどの旧中華圏で
行われているそうです。明後日から２５周年記念事業のためタイへ行きますが、タイでは春節を
祝う風習はなく、タイの旧暦では、現在の４月が正月だったそうで、その名残で４月１３～１５日が
国の祝日となっています。この時には、各地で水かけ祭りと言われる行事が行われ、道を歩いていると突然水を掛
けられることがあるそうですので、この時期にタイへ行かれることがあれば気を付けてください。但し、４月はタイで
一番暑い時期なので、すぐ乾くと思います。明後日からタイへ行き、記念事業の贈呈式を行い、来週の月曜日の朝、
日本に帰って来ますので、もしかしたら例会に遅れるかもしれませんので、その時はよろしくお願いします。

幹 事 報 告 幹　事　入　江　直　人
①　ロータリーの友2月号を配付しております。
②　2016～2017年度版 ロータリー手帳のご案内が届いておりますので回覧致します。注文さ
れる方は該当欄にご記入ください。
③　他クラブ週報・月報を回覧致します。
④　本日例会終了後13時30分より、3F「エメラルドの間」において「第3回被選理事、役員会」が開催されますの
で、次年度理事、役員の皆様はご出席ください。

外 部 卓 話 
「聴覚障害者のくらし」 岡山市聴覚障害者協会　　　会長　羽原 裕子  様
 手話通訳　岡山県手話通訳問題研究会　会長　土屋 教子  様
　皆さんは、私を見てどこに障害があるか、分かりますか。聴覚障害は目に見えない障害と
言われています。
　私には、皆さんの声も、家族の声も聴こえません。そのことをとても残念に思います。私の場合は、生まれつき聴こえませんでした。
手話が私たちの言語となります。手話はコミュニケーションし易いとても大切なものです。口話だけですと、口の動きが小さいと読み
取れないからです。
　普通の社会では、耳が聴こえないことは、とても分かりにくいことです。例えば、目が不自由な人は、杖をついています。足が不自由
な人は、車椅子に載っています。しかし、耳の不自由な人は、見た目には分かりません。見た目には分からないので、耳が不自由なこ
とが理解されないことが多いです。
　ある時、歩いていて、道を尋ねられたことがありました。尋ねた人は、私が反応しないことに腹を立てているようでしたが、私には何

クラブフォーラムを創立25周年式典の協議と次年度への委員会引継作業とする。
②クリスマス家族例会の収支報告について　…原案通り、承認。
③新年互礼会の収支報告について　…原案通り、承認。
④創立記念夜間例会について　…原案通り、承認。
⑤出席免除について　…渡辺晋一会員より体調不良の為、出席免除申請書が提出され、承認。
⑥プロ野球オープン戦観戦招待について　…観戦応募は行わず。
⑦その他
・本年度の家族旅行は、6月12日㈰、行先は宝塚歌劇団観劇を予定。
・3月14日13時30分より、秋山義信ガバナー補佐をお迎えしてのクラブ協議会を開催予定。
・本年度ＲＩ会長賞受賞の条件の１つとして、クラブ会員の50％が、ＭｙＲｏｔａｒｙへのアカウント登録を行う必
要がある。
今後、各会員に登録して頂くように、例会内で資料の配布・説明を行う。

⒌報告事項　…特になし
⒍閉　会 副　会　長　　平松　信

第３回創立25周年実行委員会議事録
日時　平成28年１月25日㈪13：30～　　場所　ホテルグランヴィア岡山３階「トパーズの間」
出席者　　堀川辰也　横山俊彦　鴨井利典　入江直人　花房　茂　相原利行　藤岡　温　川西熊雄　
　　　　　岡本浩三　児島正典　大饗よし江　西岡貞則　小松忠男　山田喜広　竹本千代子　　
実行委員長 挨拶
審議事項
１　実行委員会の組織について　　原案を承認
２　記念事業贈呈式の日程について
　　　平成28年2月10日～15日　　　贈呈式への出席者　小松前会長、堀川会長、入江幹事
３　記念式典・祝宴の流れについて
■日時　平成28年５月15日　　受付開始  10：30　  記念式典  11：00～12：00　  祝宴  12：30～14：30
■式典の内容
⒈点鐘　  
⒉開会の言葉　創立25周年記念式典実行委員長
⒊国歌斉唱
⒋「奉仕の理想」　「クラブソング」斉唱　
　ソングリーダー　担当　日笠伸之 会員
⒌来賓紹介  
⒍特別参加者（友好クラブ）紹介
⒎物故会員紹介・黙祷
■祝宴内容 ⒈挨拶　　会長
 ⒉岡山北RC　会長挨拶
 ⒊乾杯   初代会長　
■決定事項 ・司会の補佐は外部へは依頼しない。クラブ内で行う。
 ・アトラクションについては、今後検討（低コストで検討）。
 ・バンケットへの依頼も行わない。
 ・全体写真は、コストを踏まえ検討する。
 ・記念事業の冊子及び記念誌は制作しない。発表は、プロジェクターで行うのみとする。
 ・祝宴ののち、京都朱雀RCとの懇親会を設ける
　　　　　　　　（当クラブの参加者は、先方人数以上の者をあらかじめ選出）。
４　案内状について  案内状配布先リストを作成し、配布準備を行う。
５　祝宴の料理について　大饗祝宴担当委員長に調整頂く。

が起こったか分からず、とても不安に思いました。また、その人を助けてあげられず残念に思いました。日常の生活の中にも困ること
がたくさんあります。
　しかし、聴こえないのだから出来ないだろうと決め付けるのではなく、やって欲しいと言って欲しいのです。以前は、聴こえないから
仕事も出来ないだろうと、差別を受けることも多かったと思います。今では、少しずつ解消されて来ていますが、まだまだ差別はある
と思います。私は、頑張って少しずつ社会を変えて行きたいと思います。
　手話サークルは、聴こえない者が安心出来る場所です。健常者の方と交流することが出来ますし、情報交換も出来ます。聴覚障
害者と共に歩んで行こうとして頂けているところが、とても良いところです。皆さんも、手話は難しいと決め付けるのではなく、気持ちを
伝えようと積極的にコミュニケーションをとって頂きたいと思います。聴こえる人の世界に入って行くことは難しいことですが、手話通
訳の方のおかげで、入って行き易くなりました。また、手話を学ぶ人も増えています。
　今回お招き頂いたことをきっかけに、ロータリークラブとも交流していければ、と思います。現在、力を入れているのは聴覚障害者
の高齢者が集える場所をつくることです。安心して暮らせる老人ホームが欲しいと思っています。
　私の家族も全員が手話でコミュニケーションが出来る訳ではありません。家族の中にいても一人ぼっちだと感じる方がいます。聴
覚障害者の高齢者が安心して暮らせる施設をつくる運動をしています。
　これからも、この運動を一生懸命頑張って行こうと思います。本日はお話を聴いて頂き、ありがとうございました。
 麦の会　事務局　森山 知子  様
　ご紹介いただきました、麦の会　森山と申します。改めまして、本日は岡山市手話サークル　麦の会を代表
いたしましてこのような機会を与えてくださったこと厚く御礼申し上げます。私からは当サークルについて簡単に
ご説明させていただきます。
　皆様、手話サークルとお聞きになって実際どんなことをしているところかご存知の方はいらっしゃいますか？
サークルと銘打っておりますので、皆様のお住まいの地域にも色 な々サークルがあるのをご存知の方もいらっしゃると思います。たと
えば、囲碁や、歌、多くは趣味や嗜好を同じくした方々が集まり楽しむ場としてあるものが多いです。手話サークルは、手話を学習し
たい、習いたいというような聞こえる方ばかりでなく、実際に言語として手話を使っている聴覚障がい者の方 も々参加しています。先
ほどの羽原さん、通訳の土屋さん、また、私のような手話の勉強中の者まで、いろんな立場、年齢の方々が集まっています。
　サークルの大きな活動の目的としては、手話の学習と普及はもちろん、聴覚障がい者との相互の親睦を図るための情報交換及びレ
クリエーション活動もございます。また、先ほどの卓話でも少しご理解いただけたことと存じますが、聴覚障がい者を取り巻く環境では、
まだまだ理解が充分になされているとはいえません。聴覚障がい者と共に、広く啓蒙、啓発していくことも、とても大切な活動です。
　岡山市内には、我 と々同じような手話サークルがおよそ２０団体ほどございます。その中でも、麦の会は1986年昭和61年の設立で
すので、岡山でもかなり歴史の古い手話サークルでございます。ちょうど今年の10月で30周年を迎えることとなりました。今年の秋に
は３０周年の記念行事として、講演会も企画しているところです。普段の活動としては、毎週金曜日の夜７時～９時まで、岡山市南
公民館で例会をおこなっています。平均して老若男女およそ２、３０名ほどが集まり、テーマに基づいて情報交換したり、レクリエー
ションしたりと、手話を介してコミュニケーションを楽しんでおります。年間の企画行事として、レクリエーション大会、夏期研修会、秋期
研修会、また社会見学旅行としてバスツアーを企画など、聴覚障がい者の会員との交流を通して、サポートのあり方を実際に体験し
学んでおります。昨年秋の研修会では、皆様もご存知の岡山盲学校の竹内昌彦先生の映画「見えないから見えたもの」の上映会
を開催いたしました。毎年、社会福祉協議会の依頼を受け、手話を始めてみたいという一般の方向けに手話入門講座も開催して
おり、一般の方々への関心を高めてもらえる努力も続けております。これからも、聴覚障がいの方々が我 と々同様に安全で安心して
暮らせる社会になれるように、より多くの方へ聴覚障がいに対する理解を深めていただく活動に励んでまいりたいと思います。今日、
皆様にお話させていただけたのも、大変大きな前進だと感じております。
　手話ができないことで、助けの手を差し伸べられないことはありません。ぜひ、積極的にもう一歩踏み出してみて下さい。まさにこ
のロータリークラブのスローガン「親睦の絆で高める奉仕の心」のまま進んでいただけたらと思います。本日はお招き誠にありがとうご
ざいました。今後ともぜひ我々の活動にあたたかいご支援、ご協力いただけますようお願い申し上げます。

第８回理事、役員会議事録 
日時　平成28年２月１日㈪13：35～14：00　　場所　ホテルグランヴィア岡山３階「ルビーの間」
 司会・幹事　入江　直人
⒈開　会 会　　　長　堀川　辰也
⒉出席者の確認 副　幹　事　末吉　賢多
　堀川辰也　平松　信　入江直人　末吉賢多　坪井雅弘  西岡貞則　氏房信明  鴨井利典　槌田道弘
　大饗よし江  山田喜広　小菅英司　西山隆三郎　岡本和夫　相原利行（プログラム委員長代理出席）
⒊会長挨拶 堀川　辰也
⒋審議事項
①２月～４月のプログラムについて　…
3月7日クラブフォーラム（国際奉仕）にて、記念事業（北タイ子供就学支援）の報告を行う。3月14日

　

創立 25周年記念事業・記念式典について　　 

創立25周年記念事業・式典実行委員会組織（案）

－３－

本日のメニュー（２月15日（ミリオンダーラミール））　
豚肉のキーマカレー　　オニオンの和風サラダ　　デザート　　コーヒー

次回のメニュー（２月22日）創立記念夜間例会　

　　会報部会／児島正典・日笠伸之・橘高正剛・山本真嗣

例会情報例会情報例会情報例会情報

⒏会長挨拶
⒐来賓祝辞　松本前ガバナー　佐藤ガバナー
10.記念事業発表
　（2/10～15贈呈式の模様をプロジェクター放映）
　原田様より感謝状（2贈呈先から）の代読をして頂く
11.表彰
12.閉会の言葉
13.点鐘

⒋歓談
⒌閉会挨拶　副会長
⒍ロータリーソング「手に手つないで」


