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RIテーマ「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」
本年度会長テーマ

「新しい風と微笑みを」

「母 子 の 健 康 月 間」
◆ 会長時間 ◆

したりする能力を発達させていきます。また、誰

梶本会長

かが話している場面では、目だけでなく、声が発
４月は母子の健康月間です。

せられる口の動きにも注意を向けます。これらの

新型コロナウイルス感染症

情報を結び付け、さらに自分でもそれを真似して

は、子どもの発育に大きな影

みることによって、言語を獲得していきます。あ

響を与えています。京都大学

る実験では、生後６カ月の時点で、口の動きと音

明和教授によりますと「ヒト

声が一致した発話を好む乳児ほど、言語獲得が良

は、他者との「密・接触」を

好であることも示されています。

基本とする社会的環境に適応しながら進化してき

マスクの着用が日常となった今、目の前の他者

た生物です。今、コロナ禍で制限されている「密・

の表情は覆い隠され、子どもたちは表情を経験す

接触」は、ヒトが生存するために、ヒトの脳と心

る機会を急激に減らしています。「マスクをしてい

を発達させるために欠くことのできないものなの

ても目でコミュニケーションできるから大丈夫」

です。

と主張する人がいますが、それは既に完成された

コロナ禍で育つ子どもたちの脳と心の発達に関

脳を持っている大人目線での解釈にすぎません。

して懸念していることがあります。それは、マス

対面でのコミュニケーションにより、これから多

クを着用する他者との日常が彼らの脳と心に与え

くの相手の感情を理解し、ことばを獲得していく

る影響です。脳が発達する過程では、環境の影響

必要がある子どもたちにとっては、目だけでコミュ

を特に受けやすいある特別の時期があります。こ

ニケーションすることは極めて難しいのです。そ

れを脳発達の「感受性期」といいます。そのもっ

の具体策の羅針盤となるのは、生物としてのヒト

とも重要な時期の一つが、乳幼児期です。この脳

の育ちの前提、子どもの脳と心を育む環境の本質

部位の仕組みや働きは、生後数カ月ごろから環境

を理解することです。できるだけ、できる範囲に

の影響を大きく受けて変容します。そして、就学

おいて、他者との身体接触を、表情を豊かに介し

を迎える頃までに成熟します。大きくなってから

たコミュニケーションを経験できる時、空間を子

第二外国語を身につけるのが難しくなるのは、感

どもたちに提供していくことが必要です。特に家

受性期を過ぎて環境の影響を受けにくくなるから

庭内では、子どもたちに表情を見せる機会をコロ

です。

ナ禍以前にも増して意識的、積極的に増やしてい

脳発達の感受性期の最中にある子どもたちは、

ただきたいと思います。家庭内で身体接触を伴う

ダイナミックに動く他者の表情全体を目にしなが

対面コミュニケーションができていれば、過度に

ら、相手の顔を認識したり、その人の感情を理解

不安に思う必要はないというのが、現時点での研
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こととする。

究者の見解です。
ただし、気を付けてほしいことがあります。ス

② その他

マホやテレビなどでもさまざまな人の表情を子ど

次年度 古本幹事より新旧クラブ協議会開催日程

もたちに見せることはできますが、特に乳幼児に

について、2022年６月９日「半べえ」にて

とってモニター越しに表情を見せるだけでは学習

18時より開催予定との報告がなされた。

の効果はあまり期待できません。表情を見るとい

審議事項

う体験に、
「楽しい・うれしい」という感覚が体を

① ５月〜６月卓話プログラムについて

通して結びつかない限り、相手の感情を理解する、

６月23日の年度最終慰労夜間例会を年度最終

共感することにはつながらないからです。

夜間例会に変更

新型コロナウイルスとの生活はさらに長期化し
そうです。大人にとってだけではなく「子どもた
ちにとって必要な」新たな生活様式とは何かを、
次世代のために早急に考えるべき時期にきていま

承認

② 社会・青少年奉仕部門クラブフォーラムにつ

いて−時間延長も含め

承認

③ RYLA（ロータリー青少年指導者養成プログ

ラム）について

承認

④ 職業奉仕部門クラブフォーラムについて

す」と、述べられています。
皆様の中にお子様、孫をお持ちの方は、くれぐ
れもコミュニケーションを大切にして、マスク越

時間延長も含め

承認

⑤ ４月メークアップ及び例会開催基準（SAA

しでも理解できるように大げさな表現、表情で、

案）について

何を伝えたいかを明確にすることが必要な時期で

４月メークアップ不要で
⑥ 小下

すのでご注意ください。

ロータリー財団「マルチプル・ポール・ハ

学 君、村重

承認

紀構 君

退会について

承認

リス・フェロー襟ピン」の伝達

第14回
（臨時 Web）
理事会議事録
日時

2022年３月８日㈫

場所

メール回答方式

13：30配信

審議事項
人道支援 ウクライナへの支援金について
第３回

上野

３月10日例会時に会場内で募金箱をまわす

純一 君

こととし、集計金額とスマイル会計支出額を合算

会務報告

松岡（輝）
幹事

した10万円を第2710地区事務局に送金する。

第2710地区 地区大会記念ゴルフ大会のご案内

委員会報告

インターシティ・ミーティングのご案内

プログラム・出席委員会
出 席 報 告 片山委員長

第13回理事会議事録

本

例会終了後

日（４月14日・木曜日）

日時

2022年３月３日㈭

場所

ANAクラウンプラザホテル広島４階

会員数

86名

出席者

72名

「カメリア」

欠席者

14名

ご来客

2名

ご来賓

1名

ゲスト

0名

計

75名

報告事項
① 14RC合同懇親ゴルフ大会について

隅田副幹事より枠数216名に対し255名の申し
込みありとの報告がなされた。３月17日に予
定されている合同幹事会において発表し、調
整を図る。そのため広島西RC参加希望者は
一旦白紙とし、調整後余った枠を割り当てる
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4週前の例会2022年3月10日・木曜日
出席率

100％

次年度 職業分類・会員増強委員会
森信次年度委員長
職業分類の変更希望調査について

会報雑誌・広報委員会

スマイルボックス

長谷川君

ロータリーの友誌紹介

S A A 北村委員長

第2750地区東京バリアフリーマインドロータ
リークラブ会長 髙田 修 氏（自主申告・トリ
プル）
本日の卓話、よろしくお願いいたします。
広島西ロータリークラブの皆様よろしくお願
いいたします。
東京赤坂ロータリークラブ 熊本 誠司 氏（自主
申告・金一封）
本日は卓話者の髙田様のお供で例会に参加さ

次年度 古本幹事

せていただきました。

例会終了後、４階「カメリア」において第４
回次年度理事会を開催いたしますので、次年
度理事会メンバーは出席願います。

坂田君（自主申告・大枚）
一ヶ月半の休会、大変ご迷惑、ご心配をおか
けし誠に申し訳ありません。
全快とはいきませんが出席できるようになり
ました。今後ともよろしくお願いします。

会員記念日

柳原君（自主申告・大枚）

祝 連続出席100％（ ３名 ）
香川（基）
君
（26年）

３月30日に次女が、私にとりましても初孫

井下君（10年）

であります3，
800gの元気な男の子を無事出産

中村（光）
君（02年）

しました。
先週まで名前が決まらず11日㈪にやっと出生

連続出席記念品贈呈

届を出したようです。桜が満開の良く晴れた日
だったということで、晴翔（はると）と命名した
そうです。我が家にとりましても久々の男性が
増えたということで誠に嬉しい限りです。
爺馬鹿と言われないよう気を付けながら、健
康で元気に育ってくれることを願いまして、大
枚を出宝させていただきます。
10年

井下

健君

井原君（自主申告・トリプル）
先週の卓話は内容を欲張りすぎて、30分以

ご結婚記念日おめでとうございます。
梶本君

鈴木君

諏訪（昭浩）
君
平原君
福田君

石山君

諏訪
（昭登）
君
田原君

内にまとめることができず支離滅裂となってし

（12名）
宍戸君

まいました。理解できる説明となっていなかっ

森𦚰君

たので、週報に長い要約を掲載してもらいまし

香川
（基）
君

た。可愛い自分の娘さんやお孫さんの為の知
識として是非読んでください。

吉田（浩）
君

卓話予告
日時

テ

ー

マ

「誰一人置き去りにしない教育を求
めて〜岡山自主夜間中学校からみ
4/28㈭
えてくるもの」
（一社）岡山に夜間中学校をつくる会
理事長

城之内

庸仁

氏
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卓 話

新クラブの
設立について
東京バリアフリーマインドロータリークラブ
会長

髙田

修氏

プロフィール
平成12
（2000）
年３月
第2590地区第４グループ神奈川東RC入会
（紹介者：吉田 隆男IPDG）
会計（役員）
・親睦委員長（理事）
・社会奉仕委
員長（理事）
・国際奉仕委員長（理事）
平成24
（2012）
年６月退会（皆出席のまま）
※東北大震災
平成24
（2012）
年９月
第2750地区山の手西G東京世田谷RC入会
平成26
（2014）
年〜27
（2015）
年
国際奉仕委員長（理事）・副幹事・会長ノミ
ニー（役員）
平成27
（2015）
年〜28
（2016）
年
幹事（役員）
・会長エレクト（役員）
平成28
（2016）
年〜29
（2017）
年
会長（役員・第54代）※第14代 故古関 裕而
（NHK：エール）
令和１（2019）
年〜２（2020）
年
地区山の手西Gガバナー補佐、RLI日本支部
事務局員
令和２（2020）
年〜３（2021）
年
地区RLI日本支部事務局員
2020年８月
一般財団法人 比国育英会バギオ基金 理事就任
令和３（2021）年９月退会（皆出席）10月銀座・
日本橋G東京バリアフリーマインドRC入会
会長(初代・2年目会長)
今回の卓話のきっかけ
広島陵北RCで友人の熊本さんが卓話、拝聴目
的で、遊び気分で参加を予定
そんな中、諏訪PDGより新クラブを創立した
話は素晴らしいことと、卓話のご依頼があり、
本日卓話をさせていただくことと相成りました。
■ 新クラブ設立のきっかけ
2019-20年度 淺田 豊久（同期 晝田）DG年度
のガバナー補佐に就任
淺田DGのスローガン「5，
000人の仲間をつなぐ
ロータリー」
4，
787名→5，
000名にしましよう（第2760地区
■

を追い抜き、第１位の返り咲きを）
順調に会員数を増やしていたが…新型コロナの
影響が ⇒ 年度末に減
プラス・６月に解散クラブを出した（DG承認
が必要！）
それへの反省を込めてと、新型コロナの蔓延時
での新クラブの設立を
■ 東京バリアフリーマインドRCの特徴
アドバイザー…淺田PDG、スポンサークラブ…
無、会員平均年齢…39.9歳
クラブ名に東京〇〇RC、インパクトある名前、
日本一長い
福原IPDG年度のスローガン「バリアフリーマ
インド〜相手と同じ視線に立つということ」公
式訪問時の話を聞き感動し使用させていただこ
う。DEIに特化したクラブRAC６名（内１名米
山）・RYLA２名・新会員10名・元ロータリア
ン１名・現役１名
新会員は前職が資産税専門の会計事務所（独立
前の勉強に）OB仲間
海外在住、１名は日本人（米国CAのGoogle社）・
PBG２名、３名はon-line会員
例会場は福原IPDGの会社会議室、７月より帝国
ホテルでハイブリット例会予定
■ 第2750地区の特徴
国内88、国外９計97クラブ、９グループの4，
554
名
国外のクラブはPacific Basin Group（グアム・
サイパン・ミクロメシア）… 海盆 basin
銀座・日本橋グループ975名、このグループは
BigClubが多い-12クラブ
第2830（青森）地区が1，
136名その差161名
■ 新タイプのクラブ
パスポートクラブ・法人クラブ・活動分野に基
くクラブ・Rファミリー中心のクラブ・関心に
基づくクラブ・国際的なクラブ（台湾は日本語・
韓国語・タガログ語のクラブあり)・衛星クラブ
■ 髙田 修の履歴
ⅰ 第2590地区 神奈川東RC…親睦・例会出席
100％（2011年３月の東北大震災）
ⅱ 第2750地区 東京世田谷RC…国際奉仕・ロー
タリー財団（新型コロナの蔓延）
ⅲ 第2750地区 東京バリアフリーマインドRC…
会員教育・リーダー育成
広島西ＲＣ

例会日・木曜日 12:30〜13:30
例会場・ANAクラウンプラザホテル広島
会 長 梶本 政明
幹 事 松岡 輝明

検索

事務所・〒730-0011 広島市中区基町6-78
リーガロイヤルホテル広島13F
TEL 082-221-4894・FAX 082-221-4870
E-mail：hwrc@godorc.gr.jp
作 成・会報雑誌・広報委員会
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