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1. 真実かどうか
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2. みんなに公平か

3. 好意と友情を深めるか

4. みんなのためになるかどうか

本日の例会

次回の例会

第1750回例会 令和元年11月18日
今週の歌 「紅 葉」
卓
話 「ロータリー財団について」
ロータリー財団資金管理小委員会委員

瀬川
昇 会員

第1751回例会 令和元年11月25日
今週の歌 「我らの生業」
卓
話 「民法改正について②

働き方改革のポイント」

清水 良寛 会員

前回の記録

11月のロータリーのテーマは、ロータリー財団月間

会長挨拶

橋本
（徹）会長

です。
ロータリークラブの定款第 3 条クラブの目的にロー
タリー財団を支援することとあります。ロータリアン
は、ロータリー財団の支援をしなくてはなりません。
今年も一人年間160ドルをお願いしております。こ
の協力が、後日私たちの補助金として返ってきます。
11月の月間の間に達成できるように皆様のご協力よ
ろしくお願いいたします。
米国にはチャリティーナビゲーターという慈善団体

先ほど、40周年記念講演会「2020への挑戦『障がい
者の自分ができること』にたくさんの方が参加してい

の評価組織があるそうです。
ロータリー財団は、2013年以来連続して、最高評価

ただき、終えることができました。工藤博子様、本当

の 4 つ星を獲得しているそうです。私たち第2660地区

にありがとうございました。後ほどの卓話もよろしく

のグローバル補助金を用いた人道的国際奉仕活動は日

お願いいたします。

本一だそうです。以前のマッチンググランドを利用し

本日は、おめでたい報告をさせていただきます。
西村会員が吹田商工会議所の副会頭になられました。
皆様、拍手でお祝いいたしましょう。
もう一つは、本日配布のロータリーの友11月号P51

て事業を行いましたが、私たちも今後、グローバル補
助金にチャレンジするべきと思います。
世界的に奉仕をしているロータリアンとして誇りを
持ちたいと思います。

に、吹田西の広がれクリーンデイ事業が紹介されてい

それでは、40周年記念式典まで203日です。

ます。

1749回例会よろしくお願いいたします。

ゲスト紹介

親睦活動委員会

山下委員

本日のお客様はゲストスピーカーとして柔道アジア

4 ．米山奨学生のサンダリさんへ奨学金の授与がござ
います。

パラリンピック63kg級 銅メダリスト 工藤博子様に
お越し頂いております。本日の卓話よろしくお願いし
ます。米山記念奨学生サンダリ様がお越し頂いていま
す。例会をごゆっくり楽しんでください。

幹事報告

堀幹事

1 ．10月28日理事会報告
・12月23日クリスマス家族会の会費を会員 1 万 5 千
円、家族 1 万円に決定した。

出席報告

・11月11日講演会、J：COM撮影、来場される方に
クリアファイルを配る事とする。
・木瀬部屋事業は2020年 2 月に千里山グレース幼稚
園で行い、J：COM撮影、園児の事故に備え保険
加入を行う事とする。
・2020－21年度地区委員会出向者は瀬川会員、木下
会員、矢倉会員を推薦する事とする。
・角谷会員の休会届（10月21日～12月31日まで）が
承認された。
・12月 9 日年次総会に向けて、①役員選挙②会則の
変更③クラブビジョンについて諮る事とする。
2 ．11月の誕生祝のお品をお渡しします。結婚記念日
のお祝いをお送りしています。

●会

員

●来

数

50名

出席会員数

客

2名

本日の出席率

阿部委員長

40名
86.96％

●10月21日の出席率（メーキャップ含む）100％

社会奉仕委員会

清水（良）委員長

本日の工藤博子選手の講演会につきましては、紙谷
前社会奉仕委員長をはじめ、会員の皆様のご尽力のお
かげさまで、盛会となりました。
参加人数は、当クラブ会員：32人、会員以外：104
人の合計：136人でした。
講師の工藤様、会員の皆様、誠に、ありがとうござ
いました。

3 ．ロータリーの友11月号をお配りしています。

出席委員会

40周年実行委員会

紙谷幹事

本日、第 8 回40周年実行委員会を行いますので担当
の方はみやびの間にお集まりください。

米山記念奨学会委員会

長屋委員長

本日、小川パスト会長、近藤会員より特別寄付をい
ただきました。ご協力ありがとうごさいました。

また、11月 1 日（金）のクリーンデイには、橋本会
長、堀幹事、紙谷会員、山下会員、近藤会員、本田会

ゴルフ同好会

榎原幹事

第 2 回橋本会長杯ゴルフコンペの組合せ表と表彰式
＆忘年会のご案内をお配りしました。

員、塚脇会員、仁科会員、清水（良）の計 9 人が参加し
ました。ご参加の皆様、ありがとうございました。
最後に、今週金曜日、11月15日午後 6 時30分から開
催の炉辺談話のご案内です。青少年奉仕と社会奉仕の

ニコニコ箱
●橋本（徹）会長

11月もよろしく。工藤さんありがと

う御座居ました。
●清水（良）会員

担当会です。

村井SAA

本日の工藤選手の講演会、ご協力あ

りがとうございました。

場所は、江坂の「ピッツェリア エ オステリア コ
ディーノ」です。今後の事業内容等を検討するため
に、当クラブが今まで実施した青少年奉仕事業・社会

●西村会員

命しました。今後ともよろしくお願いします。
●新井会員 誕生日祝いの品ありがとうございました。
●井伊会員

奉仕事業のうち、特に有意義であった、印象に残った
事業を、挙げてもらい、今後実施すべき事業の方向性
等について、語り合いたいと考えています。
どうぞ、よろしくお願いします。

11月 1 日より吹田商工会の副会頭を拝

結婚記念日のお花ありがとうございまし

た。
●長屋会員

前回欠席のお詫び。

●坂本会員

妻の誕生日お祝いありがとうございまし

た。
●矢倉会員

講演会遅れてすみませんでした。

橋本
（幸）委員長

●本田会員

いつも感謝感謝。

クリスマス家族会を12月23日月曜日18時よりコン

●村井会員

青木先生ありがとう御座居ます。

親睦活動委員会

ラッドホテル大阪で開催します。200mからの絶景を
眺めながら、ご家族の方とちょっと贅沢な時間を過ご
しませんか？ 多数のご参加お待ちしています。

本日のニコニコ箱

30,000円

累計のニコニコ箱

574,000円

累計ニコニコB

4,000円

ロータリーは世界をつなぐ
卓

ず、介護の学校に通う事になりました。

話

TOKYO2020

介護の学校でも苦労することは多々ありましたが、

その後の私の夢

アジアパラリンピック₆₃㎏級 銅メダリスト
工藤

博子 様

何か解決する方法はないかといつも試行錯誤しながら
無事に卒業することが出来ました。
その後、近くの老人ホームで勤務する事になりまし
たが、見えない事を理由にしたくないと思い、人の何
倍も時間をかけ仕事を覚えていきました。
職場でも人に恵まれ、沢山の人に支えてもらいなが
ら、 8 年働くことが出来ました。
そんな時、高校時代の友人より視覚障がい者柔道の
誘いを受け、15年ぶりに柔道を始める事になりまし
た。その時はまだ今のような未来は想像していません

こんにちは。視覚障がい者柔道の工藤博子です。
私は先天性の視覚障がいがあります。視覚障がいの
見え方は様々で、全盲の方から私のような弱視の方ま
で様々な症状の方がいます。その中でも私は未熟児網
膜症と言う病気で、左は光がわかる程度右は0.1程度
の視力です。
この視力なので盲学校も勧められたのですが、両親
の普通校に通わせたいという願いがあり、兄弟や友達
に支えられながら健常の学校に通う事となりました。
学生時代には部活動で柔道に打ち込み、一生ものの
友人にも出会うことが出来ました。
元々の私の夢はナースになる事で、ナースは小さい
時から身体が弱かった私にとって、いつも優しい憧れ
の存在でした。周りの人達に恵まれてきた私は色々な
人に助けられ卒業する事が出来ましたが、黒板も人の
顔も見えていない私がナースの業務は無理だな…と思
いナースの夢は諦める事になりました。
それでも人の役に立ちたいという思いは捨てきれ

でしたが、今の職場の方々や、友人、家族、沢山の方
に応援してもらえるようになり本格的に競技に挑戦で
きる事、2020東京パラリンピックに挑める事をとても
嬉しく思っています。
東京パラリンピックでメダルを獲得し、その後は視
覚障がい者スポーツに携わりながら、福祉の現場がよ
り良いものになるよう活動していければと思っていま
す。
応援宜しくお願い致します。

