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2008 年 9 月 24 日（水）例会プログラム            表紙 花の説明 

点鐘     

ロータリーソング 

ビジター紹介 

出席報告 

ＳＡＡ報告 

諸報告 

幹事報告 

会長挨拶 

外部卓話 

米山奨学生 洪 シウォンさん  
 

例会報告   Vol.４６  No.１０（No.2171）  ９月１７日（水）晴れ   (司会青木正弘会員） 

本例会での主な事項 

◇会長挨拶 秋田政夫会長 ◇新世代月間に因んで   染谷秀雄新世代奉仕委員長 

                                つくば学園ＲＡＣ会長 石塚美紗様 

                                

ビ ジ タ ー 

つくば学園ローターアクトクラブ 会長 石塚美紗様 

 

誕 生 祝 

≪配偶者≫石塚（利）会員 樫村会員  

 

幹 事 報 告  （染谷正美幹事） 

週報受理クラブ なし 

例会変更クラブ なし 

 

会 長 挨 拶  秋田政夫会長 

こんにちは。一昨日は長寿をお祝いする日、敬老の日でした。私は、地元

の敬老会、高年者芸能大会に出席をし、多くのお元気なお年寄りと交わり

をもつことができました。今年は７０歳以上方々が２０００万人を超えて総人

口の１５．８パーセントとなり、２０２０年には３０パーセントに達します。豊か

な国として大変素晴らしいことですが、反面０歳から１４歳までの人口が１３．

５パーセントは将来に不安を残します。今月はロータリー新世代月間であり、

また国際ロータリーの本年度のテーマ「夢をかたちに」は子供たちに光を

与えることです。若い人たちの為に魅力ある社会を築いていかねばなりま

せん。日頃、ローターアクターとして活動されている石塚さん、この後お話

を宜しくお願いします。 

さて、先週開催しました理事役員会の報告をさせていただきます。 

１．１０月２２日、ガバナー公式訪問日のスケジュールの承認をいただきました。 

２．水海道ボーイスカウト１０万円、谷和原ガールスカウト５万円の助成金について承認をいただきました。 

３．社会奉仕委員会提案の単年度事業「絵画の道」展示オーナー制度について。８年前に当クラブで寄贈し
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た絵画を飾る台が老朽化著しく、今年度地区資金ＤＤＦを利用して交換するもので、承認をいただきました。

詳しくは瀬戸委員長の方から後日説明をしていただきます。 

４．ツウンバロータリークラブが交換学生プログラム創立５０年を迎え、１０月３１日に開催される記念式典につ

いて何らかの対応を考える。以上です。 

 

それから、先週詳しく報告できませんでした、２８２０地区主催、第一回会長幹事会の報告をさせていただきま

す。初めに廣瀬ガバナーから２００９～２０１０年度ガバナーノミニーの紹介がありました。土浦南クラブの内藤 

彰会員が就任されます。また、今年度の国際大会は第１００回大会となり、本来なら韓国開催ですが、ロンド

ンのバーミンガムにて６月２０日～２２日に開催されます。その他の報告は、すでに開催された地区研究会内

容で、９月の月信に記載されています。各委員会、持ち時間が５分間の短い現況報告でした。最初に、危機

管理委員会委員長 当クラブ北村パストガバナーからこの委員会の設立目的と現況について次のような説明

がありました。２００２年１１月にＲＩにおいて青少年交換プログラムに関してのかかわり方の規範が出来、関連

してセクハラや虐待問題に対処するため、あるいはその防止策、啓蒙活動をするための委員会であり、そし

て日本での法人化が認められ、現在ロータリー会員一人、１００円の拠出金を保険金財源として昨年度より活

動営されていますが２８２０地区ではいままで特に問題は起きていないとのことです。 

次にクラブ奉仕委員会からは常にクラブの活性化を図ることが会員増強にもつながりますとのことです。職業

奉仕委員会からは齋藤パストガバナー作成の「ロータリー職業とその変遷について」を読んでいただき、その

理念を良く理解していただきたい。 

また、クラブでの事業はフォーラムを開催し、３年未満の会員について勉強会を開催して欲しいとのことです。

次に社会奉仕委員会からは地区内５９クラブの活動内容の把握と理解をし、３万２千ドルに増額された地区

補助金を是非利用をして欲しい。また、現在１７クラブが申請されており、第２回の締切りは１０月末日とのこと

です。次に、新世代奉仕委員会からは、ライラセミナーへの参加者募集の呼びかけでした。 

国際奉仕委員会からは１年交換学生男女２名の帰国報告挨拶がありました。財団委員会からは第２回研究

会は国際奉仕委員会と合同で１２月１４日、つくば市、ホテル東雲で開催決定とのことです。また、ロータリー

カード（申込金、手数料不要）の申請促進ＰＲがありました。米山奨学委員会からはインターネットで米山奨学

会をアクセスしてよく理解を深めてくださいとのことです。そして、最後に第７分区ガバナー補佐の三枝補佐

から現況報告があり、すでに４クラブの公式訪問が終了して、補佐自身はＣＬＰによるクラブ活動の活性化を

求めて活きたいとのことです。 

 

新世代月間に因んで      染谷秀雄新世代奉仕委員長 

今月は新世代奉仕月間ということで、少しお時間をいただいてお話をさ

せて頂き、その後本日お出で頂きました、つくば学園ローターアクトクラ

ブの石塚会長様からローターアクトクラブの事業などを報告いただきた

いと思います。 

以前、新世代奉仕委員会の研究会に参加をしたときの内容を皆様に報

告をいたしました。地区内のクラブにおいて行われている事業は、野球

大会、サッカー大会の後援をするといった事業もありました。また、本日

持ってきました資料のように学校へロータリアンによる講師の派遣、いろ

いろな国の留学生と小学生との交流を事業としているクラブもあります。

しかし、クラブによってはどのような事業を企画したらいいのかわからないという委員長も研究会では数人い

ました。 

水海道クラブは、新世代奉仕としてライラセミナーへの参加、ローターアクトクラブとの交流などですが、国際

奉仕委員会が行っている留学生の派遣なども、外国へいってその国の文化を知り、国際感覚を見につけて

もらうという意味では、立派な青少年育成の事業ではないかと思います。また、ツウンバロータリークラブより

派遣をされた交換学生達も、毎年小学校、高校の授業に参加しお互いに交流を深めてきました。 

また、本年新しい事業として、しもだて紫水クラブが行っています、勤行川でのサケの稚魚の放流、サケの遡

上の見学に小学生達に声をかけ、参加してみようと考えています。そしてこの事業に参加をした子供たちが
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命の尊さや、環境問題を考えてもらえればと思います。 

 

右手社会について    つくば学園ローターアクトクラブ会長 石塚美紗様 

 

・バリアフリーやユニバーサルデザインは主に障害者やお年寄りの為にあるものと思いがちの人が多い  

・右利きが人口の殆どをしめる日本では右利き優先のものが多い＝右手社会となっている 

・左利きの人には生活しにくい社会なのにバリアフリーとしてはあまりとりあげてもらえない 

 

人間工学とは  

・人間の機能や能力を究明し、人間に適合した道具、機器や作業環境を作り上げてゆく領域  

・すでに作られた、あるいは、作られるであろう道具、機器や作業条件に人間をいかに効率よく、快適に、安

全に適合させるかという適正の訓練の領域 

この２つの領域から成り立っている 

 

ユニバーサルデザインとは  

・誰もが快適な生活が出来るようにとデザインされた物や社会などを指す言葉、またはその考え  

・主に生活にハンディのある障害者、お年寄りなどに対して考えられる 

 

ユニバーサルデザイン７つの原則  

・公平性誰でも使える  

・自由度自由に使える  

・簡単さ簡単に使える  

・明確分かりやすい  

・安全に使える  

・持続性持続する  

・空間性使う人の用途に合わせて使える 

 

左利きの人からみた右手社会だと感じるところ  

・駅の改札（右手で切符を入れる）  

・自動販売機（お金を入れるところが右）  
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・車が右ハンドル（スイッチなどの操作が右手）  

・電子レンジ（右側に操作スイッチ）  

・カメラ（シャッターボタンが右）  

・割り箸の袋（左向きに置くと裏返しになる）  

・腕時計（リューズが右についている）  

・カッター・包丁（切っていると外に逃げていく）  

・缶切り（左利きには全く使えない）  

・男性用パンツ（用を足すとき右手で開けるようになっている） 

 

左利きの人からみた右手社会と感じるところ  

・クリアファイル（右から出すようになっている）  

・バレッタ（女性用の髪留め）  

・コインロッカー（ドアが右側に開く）  

・テンキー（右側にある）  

・テーブル付きの椅子（右側が多い） 

このようにあげていったら書ききれないほど存在する右手社会の要因 

 

左利きに対しての差別  

・「左は間違った手」  

・「行儀が悪い」  

・「左利きって器用だよね」  

・科学的に根拠のない左利きの都市伝説 

（左利きは早死にする等）  

・【ぎっちょ】という言葉 

 

左利き用の文房具                        

・左利き用カッター  

・左利き用ハサミ  

・左利き用スケール 

左利き用のキッチン用具  

・左利き用フライ返し  

・左利き用スライサー  

・左利き用缶切り 

左利き用の生活用品  

・テーブル付きチェアー  

・UD 計算機 

左利きの人が抱える悩み  

・左利き用の道具や文房具は高い  

・買える場所が少ない  

・左利き用の電化製品が少ない  

・そもそも左利き用と特別扱いされたくない  

・小さい頃、無理矢理矯正されることが多い 

など、一般的に見えるが、差別されてしまうケースが多い 

 

右手社会を改善していくために 

公共施設での対策と理解 

・右手で切符を入れる改札の改善 

・UD の自動販売機の製作、導入  
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・UD の生活用品を買いやすくする 

・100 円ショップで販売できるものの検討 

・大手量販店での取り扱い数を増やす 

・学校で取り扱う文房具の改善 

 

出 席 報 告 （青木清人副委員長） 

会員総数 出席者数 欠席者数 賜暇 メーク 出 席 率 
５１名 ３９名 １２名 ０名 ４名 ８４．31％ 

 

ニコニコボックス（横山 修ＳＡＡ）                  入金計 ￥35,000   累計 ￥666,000  

誕生祝御礼≪配偶者≫石塚（利）・樫村  各会員 

本日急遽卓話になりました。宜しくお願いします。  石塚美紗様 

急に娘がまたまた例会でお世話になります。  石塚（克）会員 

毎日暑い日が続きます。体に気をつけましょう。  田上会員 

おかげさまで、委員会もにぎやかになりました。  出席委員会 

染谷秀雄君、本日の卓話お世話様です。  海老原会員 

ローターアクト会長、石塚様本日宜しくお願いします。  染谷（秀）会員 

新入会２回目の出席です。よろしくご指導願います。  下村会員 

一週遅れましたが、下村会員入会おめでとうございます。そして推薦をして下さいました、隅屋会員、飯塚会

員有難うございました。更に会員皆様に新会員のご推薦宜しくお願い致します。  会員増強委員会 

お久し振りです。  五木田会員 

染谷さん、卓話楽しみにしています。  古矢会員 

本日プログラム委員会の代役をさせて頂きます。  青木（正）会員 

１０月の昼食のお茶は、会場改修のためペットボトルとなります。  横山会員 

早退します。  倉持会員 

例会欠席しました。  青木（清）会員 

 

会 報 委 員 会   青 木 正 弘 委 員 長   須 藤 義 定 副 委 員 長 

【発信：2008.9.16】「友」インターネット速報 No.351 

 

ロータリーの地図に新たな国が加わる 

８月１１日、ライン諸島（南太平洋）のキリバス共和国のキリティマティロータリークラブ(RC)が国際ロータリー(RI)理事会に

より承認され、ロータリーの地図に新たな国が加わりました。 

８月２３日、会員３５人の同クラブは、第９９２０地区（サモア、フィジー諸島、トンガ、フランス領ポリネシアなど）やアメリカか

らの来賓を迎え、最初の公式例会を開き、1 週間にわたる祝いを開始しました。その 1 週間のプログラムの一部として、会

員たちが学校や病院を訪問、今後実施するプロジェクトのための下見などを行いました。 

キリティマティで世界社会奉仕(WCS)活動を行い、ロータリーをこの諸島に広めたアメリカ・コロラド州コマースシティＲＣの

会員も一連の活動に参加しました。この島で数年にわたり休暇で過ごしてきたコマースシティＲＣ会員のジョージ・メイビ

ー氏は、２００６年に訪れた際、自分のクラブが行う支援に現地の人たちも巻き込むべきだと考え始めました。１年後、コマ

ースシティクラブは医療活動、水質、教育など多角的な WCS のプロジェクトに着手しています。 

 


