知り合いを広めることによって 奉仕の機会を

地区目標
奉仕の機会を国際奉仕と職業奉仕に
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例会日 毎週水曜 12 時 30 分~13 時 30 分 会場：天童ﾎﾃﾙ
2 0 1 4 - 2 0 1 5
会 長
村 山 光 男
幹 事
古 瀬 正 勝

会長挨拶

村山光男会長 平成 27 年 02 月 18 日

皆さん、こんにちは。寒さと暖かさが断続
的に訪れるという三寒四温の時節に入り、春
の息吹が少しずつ近寄って来ています。
今月のロータリーは「世界理解月間」の月と
なっております。後ほど因んだお話を申し上
げたいと存じます。
先ず、本日のゲストと我々の新しい仲間になった新入会員の
ご紹介を申し上げます。本日の卓話を頂く FR 教育臨床研究
所所長の花輪敏男さんです。「大人の発達障害」について後
ほどお話を頂きたいと存じます。どうぞ宜しくお願い致します。
続きまして、本年度の重点目標のひとつに会員増強・拡大が
ありますが、お陰様をもちまして、本年度お２人目の新入会員
をお迎えすることが出来ました。ご紹介を申し上げます。お名
前は三瓶誠さんです。詳しい紹介は後ほど推薦者のお１人で
あります赤塚弘実さんよりお願い致します。ご本人には本日、
会員の証としてロータリーバッジと額入れ４つのテスト、目的、
ロータリー情報マニュアル本の４点セットを贈呈致しますので
お受け取り下さい。
我々、天童東ロータリーメンバー全員が三瓶誠さんのご入
会を大歓迎致します。ロータリークラブは知り合いの輪が広がり
ます。そして人生を豊かにします。ロータリーを楽しんで下さ
い。宜しくお願い致します。
さて、今月は「世界理解月間」の月となっております。皆さん、
ご存知の通り 2 月 23 日はポール・ハリスがロータリーを創った日
であり、「ロータリーの創立記念日」にあたります。そして世界理
解と平和の日となっております。今日、私たちがグローバルなロ
ータリー活動が出来るのも彼の偉業があればこそと、理解し感
謝を抱くものであります。
先達の解説によると、1905 年にポール・ハリスによってロータリ
ーが始まり、今年で 110 年の年月を経ております。当初は志を
同じうする仲間が集う社交クラブ的存在でしかありませんでし
た。ロータリーの原理原則の裏打ちされたものもなく主に親睦
にエネルギーを注ぎ、世のため人のために使おうとは思ってお
りませんでした。しかし 18 年後の 1923 年になってポール・ハリ
スを頂点に置く指導的なロータリアンはロータリーの奉仕哲学
を体系的に打ち立てることに成功したのであります。1923 年の
セントルイス国際大会で採択された「決議 23−34 号第 1 条」
にロータリーの理念が説かれており、歴史に残る名宣言文と言
われています。それは後のロータリーの手引きとなる原則を定
めたものであります。
決議文次のようなものになっております。
「ロータリーは基本的には一つの人生哲学であり、それは自己
のために利益を得ようとする欲望と、人のために奉仕しようとす
る感情との間に常に存在する心の矛盾を和解するものである」
と言われ、この奉仕の哲学は「超我の奉仕」と言われる哲学で
あり、これは、「最も奉仕する者、最も多く報われる」というロータ
リーの実践的な倫理原則に基づくものであります。
今日は「世界理解月間」に因んでのロータリーのドキュメント
をご紹介させていただきました。

通算例会 1418 回
本年：29 回
例会日：2015 年 02 月 18 日
例会場：天童ﾎﾃﾙ
クラブ会報委員長 武山茂

本日のプログラム
会員増強委員会担当〜卓話
「大人の発達障害」
講師 / FR 教育臨床研究所 /所長 花輪敏男氏
今日は大人の発達障害の話をさせて頂
きます。このテーマを選んだ理由は、
あまりなじみがないかもしれないがこ
ういう世界があることを知っていただき
たいというのが１点目。また、この知識
が皆様の仕事に役に立つのではないかと思ったからです。
８７％の人が発達障害という言葉を聞いた事が有るそ
うです。ただし、中身は全く分からない人が多い。発達障
害とは①ＬＤ②ＡＤＨＤ③自閉症スペクトラムの３つの
ことです。
ＬＤとは、読むこと・書くこと・計算することが苦手で、
この能力が極端に落ちていることです。知的には問題ない
が、苦手な分野は極端に落ちます。子どもでいえば標準に
比べて２学年以上の遅れがあることです。例えば、４年生
になっても九九がわからない。でも、全体的に頭が悪いわ
けではない。算数数学領域だけが極端に苦手なことです。
ＡＤＨＤとは、不注意、多動性、衝動性の３つです。不
注意とは片づけられない、忘れ物をする、スケジュールが
たてられないことです。多動とは、落ち着きがない、集中
力がない、立ち歩くことです。衝動性とは、子どもが他の
子供のおもちゃを断りなくとったり、指名されないのに発
言する、すぐキレることです。自閉症スペクトラムとは、
自閉症、アスペルガー症候群・高機能自閉症・広汎性発達
障害のことです。スペクトラムとは連続体のことです。社
会的に大きな問題となっています。この障害は、常識的な
ことが分からない、人間関係を築けないことです。高度な
計算はできるのに買い物ができないことです。コミュニケ
ーションの障害は、相手の立場に立てない、相手のことば
を真意も考えずその通りに受け止めることです。 発達障
害は知的には問題ない。脳の機能障害のことです。「しつ
け」がうまくいってないということではない。
発達障害の医者の例を話します。肺の左右を間違えて切
除したりするなど、右・左が分からない。ＡＤＨＤの医者
はレントゲン写真を逆さにみたり、腹にガーゼを忘れたり
する。自閉症スペクトラムの医者は、患者に「もう助かり
ません」等と言ってしまう。相手の立場に立てないから患
者さんの気持ちが理解できない。
発達障害の有名人を紹介します。トムクルーズはＬＤで
す。本を朗読することができません。せりふはマネージャ
ーが読むのを聞いておぼえる。１回で覚えてテープレコー
ダーのように再現できるそうです。エジソン、織田信長、
坂本竜馬、フェルプス、明石屋さんまはＡＤＨＤです。明
石屋さんまは、１２年間通信簿で落ち着きがないと評価さ
れました。レオナルド・ダ・ビンチはアスペルガーです。
ビルゲイツは食べてもまずいと吐きだすそうです。普通、
人は、隠れて出すかグット飲み込みます。イチローは
（下記につづく）

出席報告
後藤重雄 委員
本日会員５1 名（義務者 50 名）・出席者４1 名
・出席率 82.00％
※前々回出席率を：：：％⇒89.80％に
修正致します。
幹事報告
古瀬正勝 幹事
1、 国際ﾛｰﾀﾘｰ 2800 地区池田ｶﾞﾊﾞﾅｰ・
酒井ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄより「会長ｴﾚｸﾄ研
修ｾﾐﾅｰ」の案内が届く。
日時： 3/14(土)、3/15(日)の二日間
２、国際ﾛｰﾀﾘｰ 2800 地区・戦略専門委員会委員長 浅
井多一、広報小委員会委員長 中川哲雄の両氏より
週報ｺﾝﾃｽﾄ用の、週報提出の要請が来ております。
３、3 ｸﾗﾌﾞ合同例会開催のご案内が、東根中央ﾛｰﾀﾘｰ
より届いております。委員会報告で村山(征)親睦委員
長より詳しく説明がございます。

委員会報告 H２７年０2 月 18 日
＊親睦スマイル委員会 村山征彦委員長
新庄・東根中央・天童東 3RC 合同例会開催案内
1.日時 平成２７年４月１３日(日)
午後６：３０ 登録開始
午後７：００ 開会点鐘
2.場所 さくらんぼ東根温泉 嵐湯ホテル
3.ゴルフコンペ 未定です
＊職業奉仕委員会 国井和行委員長
３月４日 移動例会山形県県警本部庁舎見学の案内
別途、出欠および交通手段について FAX でご案内します
11：00 見学開始（約１時間）
天童ホテルに戻り食事の予定
スマイル
福富礼儀

矢作武昭
高橋繁夫
高橋久雄
乙高昭一
佐藤栄治
国井和行
土屋政浩
赤塚弘実
鞍掛彰秀
緑三郎
村山与四郎
工藤一夫
米野幸治
三瓶誠
新関弥一郎
古瀬正勝
村山光男

（上記よりつづく）
運動動作にこだわりがあります。球場には左足から入る。
ファウルラインは絶対踏まないで飛び越します。毎朝、彼
はカレーを食べます。佐々木大魔神の祝賀会で花束贈呈時
に贈呈が終わるとそのまま帰った。アスペルガーの人はこ
のような行為をしやすい。原理原則でのみで動く。
発達障害の人はどのぐらいいるかですが、全国調査では少
中学校の普通学級に６.５％います。身近にいます。
私の今の仕事は発達障害についての相談を受けたり、教
師向けの研修会の講師をしています。北は北海道から南は
九州・沖縄まで行っています。家庭向けはＰＴＡの講演会。
民間会社では仕事をさせるのに、その人に合っている仕
事、合わない仕事の判断への助言を行っています。

講師紹介〜米野幸治
＊花輪先生は（S25 年生）天童市生まれ、
山大教育学部では「障害者教育」を専攻、
小学校の教頭を経て、2000 年から 2004 年
迄国立特殊教育総合研究所・情緒障害教
育研究所の室長を務められた。その後、上山高等養護学
校の校長、山形聾学校校長を経て退職、平成 10 年に、発
達障害や、不登校等について、調査・研究・相談を行う。現
在全国を回って仕事をしておられます。
今日は、「大人の発達障害」の演題で卓話を頂きます。

その他

H２７年０2 月 18 日
＊新入会員紹介〜赤塚弘実氏より
新入会員の「三瓶誠さん」の紹介
㈱三瓶工業代表取締役 会社は
天童王将工業団地、自宅 は泉町、
奥様と５人の子供さん。
ライオンズや他 RC からもお誘いがありましたが、天童東
RC に入会することになりました。 今後の活躍に期待！
＊鞍掛彰秀副会長より、謝辞が有りました。

（平成２７年０2 月 18 日例会） 紹介：半澤清彦 委員

三瓶工業 三瓶誠さん入会心より歓迎します、新人同士楽しく頑張りましょう
昨日、きらやか会にて新春講演会、懇親会を開催いたしました
124 名の多くの皆様に参加いただきました、ロ−タリ−の仲間も多数参加いた
だき誠に有難うございました、講演会は元イト−ヨ−カ堂の片山裕介氏で
① これまでの常識は非常識 ②経営はスピ−ド、③コミニケ−ヨンが会社を決める、④変化
対応が革新そのもの等、示唆に富む話を聞くことができました。2000 円
花輪所長様を大歓迎いたします
会員誕生日 明日で 74 才になります
企業創立記念日 開院 38 年です
2,000 円
奥様誕生日 2 月
三瓶さん入会歓迎いたします、娘の引越しのため早退します
三瓶君の入会心より歓迎します
三瓶さん大歓迎です
三瓶誠君の入会を祝して
花輪先生有難うございます、三瓶さんの入会よろしくお願いします
花輪先生本日はお忙しい中本当に有難うございます
三瓶誠君の入会大歓迎します
花輪敏男先生を歓迎して
花輪先生を歓迎いたします、所要のため卓話拝聴できず申し訳ありません
花輪先生今日の卓話よろしくお願いいたします、三瓶さんの入会歓迎します
天童東ロ−タリ−クラブに入会させて頂くことになりました宜しくお願いします
今日は孫の誕生日です
三瓶誠様の入会を歓迎いたします
花輪所長の卓話楽しみです
ゲストの花輪先生、新会員の三瓶さん本日はようこそいらっしゃいませ
心より歓迎を申しあげます

