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１．真実かどうか

e-mail

四つのテスト

２．みんなに公平か

言行はこれに照らしてから

３．好意と友情を深めるか

毎週木曜日 12:30
紀州有田商工会議所6F
〒649-0304
有田市箕島33-1
紀州有田商工会議所２F
有田ロータリークラブ
Tel (0737）82-3128
Fax (0737) 82-1020
昭和34年6月15日

http://www.aridarc.jp
office@aridarc.jp

～

４．みんなのためになるかどうか

2018-2019年度クラブ方針

Take Action and Enjoy!
行動を起こそう！そして楽しもう！

次回のお知らせ

本日のプログラム
平成３０年９月１３日 第２８８５回
・外部卓話：野崎恭子氏（ロータリーの友委員会
「ロータリーの友にまつわるあれこれ」
・ソング：「それでこそロータリー」

平成３０年９月２７日 第２８８６回
・家族夜間例会 （場所：キュッヒェ）
前期ＩＤＭの発表
・ソング：「四つのテスト」

編集長）

「基本的教育と識字率向上月
間」ですので、先生には現在
の教育について、後ほど卓話
でお話し頂きます。よろしくお
願いします。
皆さん、台風の影響は大丈
夫でしたでしょうか？私の家は
木製の塀が倒れ、カーポート
のアクリル板は吹き飛ばされ、
散々でした。会社の方もあちらこちらで被害にあって装置
産業の災害に対する脆弱さを知りました。本当に今までに
経験したことのない台風でありました。皆様にも大きな災害
が無かったことを祈りたいです。
そんな中で、当社の社員はちゃっかり台風の前日に保
険に加入していて、案の定、カーポートや門扉などが飛ば
されましたが、保険で事なきを得たようです。こんな大型の
台風がくる前日に契約できるって凄いと思います。これか
らは、もっと橋爪くんの事を日頃から大切にして、いざとい
う前に備えたいと思います。
さて、そんな直後ではありますが、昨日は私の業界の厚
生労働省の技能審査の試験があり、その運営の執行部に
なっているので、どうしても朝の7：30までに京都に行かな
ければならないという状況でした。私は考えました。一昨日
のうちに京都に入っておこうか？しかしながら、あの災害の
後で道路がまともに動くはずがない。だったら、半日経っ
た朝まで待てば高速も復旧するだろうと。停電が続く中、
バッテリーが残っているパソコンで関空の被害や神戸の浸
水のニュースが入ってくる中で、「夜中に走るしかない」と
思い寝ることにしました。12時過ぎに目がさめると停電が
復旧していましたので、ネットで道路情報を確認するとどこ
の高速も通行止めです。幸いにも京奈和道が岩出から橿
原まで動いているのが分かったので、先ずはそこを通っ
て、あとは地道しかないと考え、真夜中の2：30に出ればな

前回の報告（第２８８４回例会）
開催日
開 催 日 平成３０年９月６日(木）

点

鐘

（上野山（栄）会長）

ゲストの紹介

（石垣（泰）親睦活動委員長）
ゲスト：藤岡 倫夫 様 （初島中学校校長）

今月の誕生・結婚祝
（石垣（泰）親睦活動委員長）
会員誕生：菅原君
配偶者誕生：福原久美さん、成戸祐三さん
中村有香さん
結婚記念：福原君、原君

（左）９月がお誕生日の菅原君と、
（右）９月が結婚記念の福原君です。
おめでとうございます～！

会長の時間

（上野山（栄）会長）

「ライフ・ライン」
本日は初島中学校の藤岡校長先生にお越しいただい
ています。実は先生は私の家のすぐ近くに昔からお住ま
いで年齢も近くよく存じている方です。９月の特別月間は
１

基本的教育と識字率向上月間／ロータリーの友月間
んとかなるだろうと考え用意に入りました。出発して見ると
案の定、車の量は少なく、大半は地道を走っても3時間
で到着することが出来、事なきを得ました。受講者である
和歌山市内の葬儀社の社員が5：00に出発して9：00に岸
和田で動けませんと連絡があり、彼らは試験を受けること
が出来ませんでした。この京都会場は四国と近畿から岡
山までの受講者を受け入れる場所なのですが、遅れて
受験出来なかったのは和歌山県のその2名だけでした。
もちろん四国組は前日入りしています。やっぱり「陸の孤
島。和歌山」です。近いのに道が無いのです。
ご承知のように高速がダウンすると大阪からは海周りの
26号と孝子峠越えと奈良から入る他ありません。和歌山
にはもっと太いライフ・ラインが必要だと思うのは私だけで
しょうか？新宮行きの424号・425号国道の普及は今後の
津波被害を考えると有田から南へのライフラインとなるに
違いないでしょう。一方の有田川から北へ金屋から野上
を通り桃山から岩出を通る424号の整備を早急に行い、
紀の川市を分岐として奈良と大阪へのライフ・ラインを確
保する必要性は急務ではないかと私は考えます。もう１
つ、和歌山に必要な「ライフ・ライン」があります。それは
関西国際空港です。もしあれが再開しなければ、和歌山
県は本当の意味で「陸の孤島」となってしまいます。なん
としても再開してほしいものです。

幹事報告

（嶋田（崇）幹事）
① 8月中に30名全会員から前期
会費等の納入がありました。皆
様、ご 協 力 有 難 う ご ざ い ま し
た。
② 今年は事業が目白押しなの
ですが、過日ロータリーデー
が終わりひと息ついたところで
す。こういう機会に財団や米山
の特別寄付にご協力を宜しく
お願いします。
③ 本日例会終了後、この場所で第3回定例理事会を開
催致します。

委員会報告
＊社会・青少年奉仕委員会（川口委員長）
9月2日テクスピア大阪にて、2018-2019年度クラブ青少
年奉仕関連委員長会議に出席して参りました。短期長期
派遣留学生及び受入留学生紹介と活動発表、インター
アクト、ローターアクト紹介と取組み発表、そして、グルー
プに分かれて各ＲＣの青少年事業の取組みについて意
見交換を行いました。その中で、ローターアクターの活動
で、和高専の学生が、鳥獣被害対策としてジビエを使用
した食品を御坊市のパン屋さんと日高川町ジビエ工房紀
州の協力を得てジビエバーガーを開発し、地区大会の
ブースに出店する予定です。皆さんにもご賞味頂きたい
とのことでした。

＊米山記念奨学会委員会（橋本副委員長）
嶋田（崇）君より特別寄付をいただきました。
＊R財団委員会（松村委員長）
嶋田（崇）君、松村より特別寄付がありました。
＊ＩＭ実行委員会（脇村委員長）
9/13例会終了後、IM委員長会議を開催しますので、各
部門の委員長はお集まりください。

出 席 報 告

（木本例会運営委員長）

本日の会員数３０名
（出席規定免除会員９名）
出席会員数２３名
（出席規定免除会員９名）
７６．６７％
8/25
８５．１８％
ＭＵ：なし

ニコニコ箱の報告

（松村ＳＡＡ）
上野山(栄)君：台風21号による甚大な被害に対して皆様
にお見舞い申し上げます。初島中学校藤岡校長先
生、本日はお忙しい中、有田RCにお越し下さいまして
ありがとうございます。又、ロータリーデーにはご協力
ありがとうございました。本日、卓話よろしくお願いいた
します。
嶋田（崇）君：藤岡先生、本日の卓話、宜しくお願いしま
す。菅原君、ハッピーバース－デ－。
木本君：藤岡校長、ロータリーデーでは生徒さん達の参
加有難うございました。本日の卓話宜しくお願い致しま
す。
児島君：藤岡先生、本日ご苦労さまです。お話、楽しみ
です。
上野山（捷）君：藤岡倫夫様、本日の卓話、ありがとうござ
います。
上野山（英）君：藤岡校長先生、本日、卓話よろしくお願
いします。
橋爪（正）君：藤岡先生、卓話よろしくお願いします。
脇村君：藤岡倫夫先生、本日の卓話よろしくお願いしま
す。
岩橋君：藤岡校長先生、卓話よろしくお願いします。
中元君：藤岡倫夫先生、本日の卓話よろしくお願いいた
します。
橋本君：藤岡様、ようこそ有田RCへ。本日の卓話よろしく
お願いします。
嶋田（ひ）君：藤岡校長先生、本日の卓話、宜しくお願い
します。
菅原君：藤岡先生、本日の卓話、宜しくお願い致します。
川口君：藤岡校長先生、ようこそ有田RCへ。本日の卓話
宜しくお願い致します。
石垣（泰）君：初島中学校 校長 藤岡倫夫先生、お話
楽しみにしています。
岩本君：藤岡先生、本日は卓話有難うございます。台風
21号のお陰で大変忙しくなっています。
２

基本的教育と識字率向上月間／ロータリーの友月間
井上君：台風一過、みな様だいじょうぶですか？
松村君：藤岡校長、有田RCへお越しいただきありがとう
ございます。

卓

家族夜間例会～お月見例会～
日時：9月27日（木）
例 会 18：30～19：15 （ＩＤＭの発表）
懇親会 19：15～21：00

話

「最近の教育について」

場所：キュッヒェ （Küche）
和歌山市毛見1535-5
（和歌山マリーナシティ）
電話050-5595-1821

初島中学校 校長
藤岡 倫夫 様

ゲスト：北田ようすけ
（アコースティックギタリスト）
有田市立初島中学校長の藤岡と申します。
本日は、最近の子どもや教育のことにつきましてお話を
させていただきます。
子どもの現状としては、少子化、核家族化、共働き家
庭、単身家庭などの環境の中で生活をしている子どもが
多くなりました。
また、子どもの姿が見えなくなりました。これは、外で遊
ぶより家でゲームやスマホ（ＳＮＳ）をしていることが多く
なったためだと思います。結果、人とのコミュニケーション
に不足が生じたり、体力の低下やネットトラブルを起こし
たりします。食生活習慣なども変化をしています。
さらに、いじめ（ネットいじめ）や不登校についても全国
的に取り上げられ社会的な問題となっています。子ども
の学習を妨げる身体的な課題があります。軽度発達障害
と呼ばれるもので、年々割合が増えていき今では、児童・
生徒の６.５％が対象であるといわれています。その障害
として、①知的発達障害、②広汎性発達障害（高機能自
閉症・アスペルガーなど）、③特異的発達障害（ＬＤ）、④
ＡＤＨＤです。トムクルーズが自身でＬＤだと言っていま
すし、「窓際のﾄｯﾄちゃん」の黒柳徹子さんがＡＤＨＤで
あったと言われています。早期に発見し対応していくこと
が重要です。
次は、今の子どもを取り巻く環境です。最近、ブロック塀
が注目されることがありました。大阪北部地震でブロック
塀が倒れ女子小学生が亡くなるという痛ましい事故があ
りました。我々学校では緊急に点検し、危険箇所を教育
委員会に報告をいたしました。
また虐待の問題、貧困家庭の問題（統計では、年収約
１３０万以下の家庭だそうです）、不審者の問題、教育環
境では教室へのエアコンの設置の問題など、子どもたち
を取り巻く問題は様々です。エアコン設置の問題につい
ては、幸い有田地方ではすべての学校に設置されてい
ますが、全国的にはまだまだです。
今後も、子どもの学習環境を改善していく必要があり、
これは行政だけの問題だけではなく、私たち大人の問題
であるかも知れません。

閉会・点鐘

（上野山(栄）会長）
３

会費：お一人8,000円 ご家族7,000円
行程：送迎バス17：30に有田市を出発

次週9/20（木）は休会です。

