
会長　遠田　公夫君
この間、東京からの取材スタ

ッフを佐世保の一番を案内する
のに、パールシー？ ハウステン
ボス？ さてどうしたものかと思
案の結果、鹿子前から瀬渡し船
に乗り、地元で生まれ育った友人から聞いて
いた、牧の島に行ってきました。パールシー
の喧喋をよそに、波にえぐられた岩盤、波に
逆らって生い茂った木々、足跡の無い砂浜は、
あたかも秘密のプライベートビーチでした。
東京の取材スタッフはもとより、地元の私ま
で大感動、大発見でした。信じられない事で
すが、我が家の駄犬5匹、水を怖がっていた
のに、自ら海に入って泳ぎ始めたのにはビッ
クリしました。日常の忙しさを忘れ、こんな
にも心の癒しになる場所が目と鼻の先にある
のですね。どこに案内しても、心からの感動
は無かったのですが、ここだけは「掛け値無
しで感動した」と言われました。故郷再発
見・宝島冒険などと銘打って、奥様やお孫さ
んを案内したらお父さんの株が上がると思い
ます。
なお、21日、豪雨のあと、鹿子前でのビー
チクリーンアップ作戦には、石井地域発展委
員会委員長の音頭で会員12名と共に、鹿子前
一帯のゴミ拾いをして参りました。茂みの中

のゴミの多さに愕然、海辺のマナーを守り、
啓発してゆかなければならないと痛感致しま
した。参加された皆様、お疲れ様でした。揃
いの衣裳で撮った写真は、ガバナー月信に掲
載されるそうです。参加者にはメークアップ
扱い致しました。
さて、この時期、夏のボーナスで頭を悩ま
せる中小企業もあるかと存じます。私のホテ
ルもまだ支給しておりませんが、過日、管理
職を次々と呼び、相談したり、説教したりし
ました。カリカリして小言を言っている途中
で、ハッとしました。自分の言っている一言、
一言、どこかで聞いた事があるなあ…と。そ
う言えば、自分の身に覚えがある事ばかり説
教していたのです。そこで一句、「部下怒り、
説教半ばで身に覚え!」。
部下は部下で、社長が珍しく、敬語で管理
職を呼んだので、ひょっとしてボーナスが出
ないか、人事異動か、厳しい事、言われると
思ったそうです。そこで、部下の心情を察し
た一句、「胸騒ぎ、社長が敬語で俺を呼ぶ」。
まだまだ、厳しい暑さが続きます。自然の
摂理をある意味で楽しみながら、どうぞ、お
体ご自愛ください。ありがとうございます。
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○ロータリーソング「それでこそロータリー」
○卓話者
長崎県立佐世保養護学校

校長　坂梨
さかなし

修司
しゅうじ

様
○ビジター
佐世保南RC 池田　友己君
佐世保中央RC 野村　和義君

幹事　木村　公康君
１．第2740地区ガバナー事務所
地区ホームページ更新のお知らせ

２．佐世保北ロータリークラブ
大村ロータリークラブ
クラブ現況と活動計画書
前年度活動実績報告書

３．海上自衛隊佐世保地方総監部
機関紙「西海」が届いております。
（3部ですがご希望の方はお持ち帰りください）

４．つくも苑　所長
納涼大会のご案内

日時／7月26日貍 18:00～20 : 30
場所／つくも苑グラウンド

■地域発展委員会 委員長　石井　正剛君
平成20年7月21日（海の日）、鹿
子前パールシーにて第13回ビー
チクリーンアップ（清掃活動）が
行われました。会長、幹事をは
じめ委員会メンバー他12名の参
加で、休日の朝、爽快な汗をかいてきました。

親睦活動委員会　児玉　孝雄君
○結婚記念月のお祝い

溝口　尚則・圭子様ご夫妻（29日）

親睦活動委員会　E富　誠也君

佐世保中央RC 野村　和義君
本日は、お世話になります。
遠田会長の挨拶を楽しみにやって参りまし
た。また、先日の地区クラブ奉仕研修セミナ
ーにおきましては円田　昭 統括委員長には、
最前列の席を用意して頂き誠にありがとうご
ざいました。

佐世保南RC 圓田　　治君
中島祥一さんの大臣表彰のことを聞きニコ
ニコだけして帰ります。

遠田　公夫会長、石井　正剛君
増本　一也君、E富　誠也君
坂梨校長の来訪を歓迎致します。障がい者
に対し、我々、民間事業所も門戸を開いて参
りたいと存じます。

中島　祥一君
7月21日海の日に八幡宮にて国土交通大臣

から表彰を受けました。突然のことでびっく
りしています。
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遠田　公夫会長、長島　　正副会長
木村　公康幹事、橘F 克和君
斉藤　宏隆君、有薗　良太君、増本　一也君
F田　俊夫君、立石　徳雄君、円田　　昭君
古賀　　巖君、芹野　隆英君、鬼木　和夫君
富永　雅弘君、松本　英介君、円田　三郎君
加納洋二郎君、納所　佳民君、川冨　正弘君
安福鴻之助君、梅村　良輔君、山下　　登君
F橋　章文君、玉野　哲雄君、金氏嘉一郎君
米倉洋一郎君、森　　信正君、藤井　　隆君
東　陽三郎君、西村正一郎君、井手　常博君
石井　正剛君、田中丸善弥君
中島祥一パスト会長の国土交通大臣表彰お
めでとうございます。

才木　邦夫君
長女が無事結婚しました。ありがとうござ
いました。

F橋　章文君
永年会員表彰ありがとうございます。

松尾　文隆君
出席100％表彰ありがとうございます。

溝口　尚則君
結婚記念日のお祝いありがとうございます。

ロータリー情報委員会　委員長　松本　英介君

「ガバナーの任務」

RI会長に代わり、地区のロー
タリークラブとロータリアンを
指導監督し、その成果と地区の
現状をRIに報告する。

「温故改新」

後期高齢者に優しくします。その代わり、
万事若い者にお任せあれ、ということ。

「障がいのある子どもの教育の現状について」

長崎県立佐世保養護学校

校長　坂梨
さかなし

修司
しゅうじ

様

1. 「特殊教育」から「特別支援教育」への移

行の経緯

（1）世界の動き
国連総会アドホック委員会
障害者権利条約（2006年12月13日、本条約
案は第61回国連総会本会議において採択）

（2）国の動き
①教育基本法の改正（H18. 12施行）
第4条の2
「国及び地方公共団体は、障害のある者
が、その障害の状態に応じ、十分な教
育を受けられるよう、教育上必要な支
援を講じなければならない」

②学校教育法一部改正（H19. 4施行）
基本的な考え方

・教育制度に合わせるのでなく、子ど
ものニーズに立った教育
既製服の教育から注文服の教育へ
・生涯発達という視点（個別の教育支
援計画）
・1％の特殊教育から1割の特別支援教
育へ

◆幼稚園、小中学校及び高校における特
別支援教育の取り組み
◆盲・聾・養護学校から特別支援学校の
制度へ

③障がいのある子どもの教育の場　

（3）
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累　　計 187,000円

◇

ロータリー3分間情報

卓　　話



（3）本県の動き
①「障害のある子どもの教育推進計画（実
施計画）」（H16. 3）

②特別支援学校の適正配置　［資料］
校名変更

③小中学校及び高校における特別支援教
育体制整備

2. 本校の実情

［資料］

3. 今後の課題

（1）各市町で協議会、早期からの支援システ
ムの確立

（2）特別支援学校高等部卒業後の進路の充実
（企業就職等）

（3）障がいのある子どもの教育の啓発

（4）

（今週の担当　才木　邦夫）

クラブ会報委員会 委 員 長 闍田　俊夫　　委　員 田中　龍治・原口　増穂
副委員長 円田　浩司　　 才木　邦夫

＊次回例会予告＊

卓話者　　陸上自衛隊第三教育団団長兼
相浦駐屯地司令

宮本　修一様
「陸上自衛隊の新体制」
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