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「夢をかたちに」

次回予告 プログラム：

本日のプログラム：

会長の時間 星　勝治 会長

深谷理事長お忙しい中有難うございます。

先日の日曜日に日立美術展に行ってまいりまし

た。

当会からは樫村観会員、小山会員、石川会員の３

名の方が出展致しました。３名の作品とも私から

見て素晴らしい作品でした。私が審査員の立場で

したら樫村観会員、小山会員、石川会員３名の作

品にロータリー賞を差し上げたいところですが審

査員ではございませんので私は心の中で３会員に

最高賞をつけてまいりました。

秋と言えば実りの秋、芸術の秋と言うように皆様

それぞれに楽しい秋のひとときをお過ごしくださ

い。

それでは、深谷理事長本日の卓話を宜しくお願い

致します。

日立ふきのとうの会、深谷理事長ようこそいらっ

しゃいました。

　幹事報告をさせていただきます。

・１０月４日開催のさわやかスポーツ祭に当会の

大森会員が出席いたします。

・１０月５日のミニバスケットボール決勝戦に当

会の須田会員が出席いたします。

・１０月１２日のスポレクフェア２００８の協

賛、１０月１９日の日立市ふれあい運動会の開

催につきましては次回の理事会で決めていきた

いと思います。

・１０月１４日の夜間例会は多賀消防署の２階で

行います。

　以上です。

幹事報告 鹿志村 高道 幹事

弓野 博司 ＳＡＡ委員長



本日も多くの方からニコニコＢＯＸへの

ご協力誠にありがとうございました

本日計 35,000円 累計額 340,000円

本日のプログラム：社会奉仕委員会外部卓話

大森　孝之　社会奉仕委員長

　１１月２日（日）以前にもご案内いたしましたが

「ふきのとう祭り」というイベントに後援を致した

く後ろにポスター掲示チラシも用意しております。

精神障害者の自立支援を後援するという趣旨で社

会奉仕委員会が担当で支援に取り組ませていただ

きます。今日は深谷理事長さんにふきのとうの会の

活動と共にイベントについてお話いただきます。な

お「ふきのとう祭り」については参加費無料ですが

昼食代として５００円のチケットを販売させてい

ただく運びになっております。会員の皆様にはチケ

ットのご購入を含めてご協力をお願いしたいと思

いますので後程お申込書を廻させていただきます。

趣旨ご理解の上皆様のご協力を重ねてお願いたし

ます。

　皆さまこんにちは。私以前お招きいただいた際に

はまとまらないお話で誠に恐縮でございました。今

日は特別なおはなしではなく私たちふきのとうの

会のお話をさせていただくという事でお邪魔致し

ました。最初に私と障害者のかかわりについてお話

させていただきます。私が小学校に入学したのが昭

和16年の戦争前でしたのでご多分に漏れず軍国少

年でした。入学時からだが大きかったものですから

座席が後ろの方でした。その時に「ふくしま」という

男が隣にいたのですが今考えてみると障害者だっ

たのです。いってみれば知恵遅れだったその子が
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日立市美術展を見てきました。当クラブより�
３名出展されどれも最高の出来でした。
星　　勝治

深谷理事長ようこそ。宜しくお願い致します
鹿志村高道

大変ご無沙汰しております。
お陰様で元気に暮らしております。
今日は皆様に逢えて楽しみです。
川崎　邦勝

弓野さん、やっとおじいちゃんになれましたね。
おめでとうございます。
木本　貴一　小林　英典　須田　　晃
信太　克己　川崎　健輔　岩崎　敬次
山本　忠安　小澤　興

ギブスがとれました。後はリハビリのみ！
高島　章行

高島さん、よかったですね
大森　孝之

市展で日立市文化協会長賞を受賞しました
石川　國博

先日煙山さん、井上さんと三人で国産の松茸酒�
で盃を交わし秋の夜を楽しみました。
樫村　観

栗をたくさんいただきました。
楽な皮のむき方教えてください。
白石　満義

静かだった我が家に赤ん坊の泣き声が聞こえ�
おじいちゃんと呼ばれる日がやってきました。
弓野　博司

景気の先行きが厳しいですね
武藤　真一

燃油が１０月下がります
宮本　尚彦

ニコニコＢＯＸ 白石　満義　委員長

出席報告 代理　小林 英典

会員数

35名 19名 16名 55.88％ 58.82％ 3名

出席 欠席 出席率 訂正 免除

深谷 貞榮「日立ふきのとうの会」理事長



ガキ大将含め皆にいじめられていました。ガキ大将

に諌めた所喧嘩になり勝っていじめがなくなった

のは良いのですが後で教師に昏倒するほど殴られ

ました。理由を聞いてもらえずに殴られましたので

後で母が教師に抗議したなんて事も後で聞きまし

た。その後「さかい」という子がいましてその子は小

児まひだったのですが2年生の時学校帰りに空襲と

なり、上をグラマンが飛んでいて機銃照射を受けま

した。その子は小児まひでしたので私が背負って逃

げたのですが、背中でその子はこのままでは危ない

ので自分を捨てて逃げてくれと泣きながら訴えた

わけです。しかしその子を置きっぱなしにはできま

せんで私も一緒に泣きながら逃げながら死んでし

まうかも知れないなと思いましたが幸い死なない

で今に至っております。小学校の頃からそういう経

験をしておりまして母からは小さい頃より強きを

挫き、弱きを助ける様にと常々言い続けてこられま

した。60歳を過ぎある大学生と話した際に、何故ふ

きのとうの活動をしているか？気がついたことは

母親の一言が自分の人生に大きく影響を与えてい

たのだと、奉仕活動は色々続けておりましたがその

時あらためて気がつきました。そういったような私

自身の歴史がありました。実は申し遅れましたが先

日ロータリークラブの皆さまにうちの会から感謝

状を差し上げたのですがその時に皆さまにお会い

してお礼を申し上げ感謝状を手渡しするわけでし

たが突然の所用でこちらに伺うことができません

でした。感謝状の文面には日立南ＲＣの皆さまの後

援がなかったらうちの会は今までのようには活動

してこれなかったという事を一文付けさせていた

だきました。本当にありがとうございました。それ

からふきのとうの祭りですがＮＰＯ法人を立ち上

げて私どもの団体にこの南ＲＣの皆さまが沢山関

わっていただいていることをお話しておきたいと

思います。本当に皆さん心を砕いてくださってこの

会があるという事を感謝申し上げます。11月2日

（日）会場は日立サンプラザで実施いたしますがこ

の会場も無料でお借りいたします。本当にありがた

いと思っております。内容なのですがこの祭りを企

画するきっかけというのは精神障害者自体が社会

の片隅に追いやられているというのは皆さんお分

かりいただいていると思いますが当事者だけでは

なく家族そのものが自分の家系に精神障害者がい

るという事だけで、社会に一歩も二歩も身を引いて

しまうというような中で精神障害者が社会に何年

も何十年も置き忘れてしまわれたという状態から、

最近やっと精神障害者に対する見方がかわりまし

て単純に脳障害だ、それから直る可能性がないと言

われてきたものが直る可能性があるとか、薬と環境

さえきちんとしていれば世の中で働けるはずだと

か言われてきております。私たちも一歩世の中に打

って出て精神障害者の置かれている状況や精神障

害者というのはこういう病気なのだという事を皆

さんに知ってもらい精神障害というのはこころの

病気ですが実は誰にでも起こりえることだ。ある説

では10人に１人おこりえる事だといわれてきてお

りますのでそういう実態を知ってもらう為に勇気

を持ってやってみてはどうかと南ＲＣの有志の方

からすすめられまして一生懸命やってみようとい

う事になりました。一つには展示をする事により精

神障害の実態を知ってもらい、それから映画これは

そこにありますように「こころの杖として鏡とし

て」という映画を上映して、精神障害者というはこ

ういう働きができるこういう心の働きがあるとい

う事を知ってもらう為に一時間なのですが上映す

る予定となっております。また、アトラクションと

して太鼓演奏「ひたちの波」というのをいたします。

ご存知のとうり私どもの運営しておりますメンバ

ーが精神障害者だという事を前面にだして我々に

もこういう事ができるのだというのを10～15分な

のですが知っていただくために実施致します。その

ほか私の会に腹話術をやる高橋さんという方がお

りますが何人かの指導をしておりましてその者が

腹話術をやることになっております。もう一つは男

性合唱をやる事になっておりまして私が指導して

おります男声合唱団ですが約20分ほどやる予定で

す。

また、作業所の製品展示もございまして前にご購入

いただいたウエスこれがメイン商品ですがこれの

販売をさせていただくとともに同じような施設に

おります、例えば梅が丘病院の後ろにあります「ま

ゆみの里」という施設の製品等も販売するような仕

組みになっておりますので是非ご協力いただきた

いと思います。本当に皆さんのご協力いただくこと

を嬉しく思っておりますので宜しくおねがい申し

上げます。最後なのですが現在厚生労働省の統計な

のですが推定３４８万人身体障害者がいるだろう

といわれております。知的障害者が４２万人、精神

障害者が３０２万人おりまして身体障害者に近い

数字になっております。実態は入院している精神障

害者は数字に含まれませんのでもっと多いと思い

ます。以上です。


