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皆

昨日45才になれました。丈夫に産んでくれた
親に感謝です！

本日は娘の誕生日です。19才になりました。
長男が松葉杖がはずれて普通に歩けるようになりました。

本日の卓話に高木氏と小崎氏にお越し頂きました。

3月22日に記念植樹を行います。
皆様よろしくお願いします。

暖かくなりました。
あたたかくなりましたね！！春が来ないかなぁ～♡

特にありませんが、河合さんがいたので・・・！
最近気付いたこと、シリーズ①
10年以上存続する会社の社長に共通して言えること！
それは社員に対して愛があり、周りの人みんなに

優しい。これです。
第30回例会を祝して

田中吉彦　山下智己

森友問題での財務省の決裁文書の書き換え問題は、と
ても看過できない問題ですので一言申し上げます。これ
は明らかに犯罪です。刑法第155条2項は、「行使の目的
で公務所又は公務員が押収し又は署名した文書又は図
画を偽造（変造）した者は、1年以上10年以下の懲役に
処する。」と規定している。また公文書の保存に関する法
律では、一定の公文書は、一定期間保存すると定めて
います。本件決裁文書は保存を義務付けられているもの
です。これらの規定は、公文書の信用性の担保、決済の
公正性の担保（公文書による検証）という民主主義の根
幹にかかわる制度、規定であります。加計学園問題も含
め、保存公文書や決裁文書の記載を形骸化する動きが
あると言われています。これはイデオロギーの問題では
ありません。国会は、まさに民主主義国家の存立にかか
わる問題であることを認識し、むしろ公文書の信用性や
公正性を強化するような制度設計を図るよう強く願うもの
であります。ロータリーの四つのテストは、「真実か、どう
か」「みんなに公平か」と問うています。国会議員のお一
人お一人が「インティグリティ（高潔さ）」を持っておられる
ことを期待しています。

　ニコボックス報告 　 河合秀紀出席・ﾆｺﾎﾞｯｸｽ委員長

菅原浩昭

鈴木拓将

増田盛英
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例会日

神野　重行

　会長報告　　   　　　　　　　　 酒井 俊皓 会長

Weekly Report

「我等の生業」唱和
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遠山堯郎

山城徹也

浅野信　出口茂　権田淳裕　堀場和孝
加藤謙一　河合秀紀　野々垣雄介　奥村与幸
佐野洋一郎　下村孝爾　鈴木達央　高木俊郎

会員数 出席数 出席率

　出席報告 　 　　　　　河合秀紀出席・ﾆｺﾎﾞｯｸｽ委員長

当日(3/15) 44 30 68.2%
前回(3/1) 44 30 68.2%

会員数 修正出席数 修正出席率
前回(3/1) 44 44 100.0%

　皆さんこんにちは。
　今日は、大変あったかいです。寒い冬から一気に春に
なったようで、このまま暖かくなってくれればと期待してお
ります。
　平昌オリンピックでは、日本人選手の、特に女子選手
の活躍に日本中が感動しました。続いてパラリンピックで
も日本人選手が活躍しています。本当にスポーツの持つ
素晴らしさを改めて感じました。しかし、パラリンピックに
ついては、オリンピックに比べマスメディアの取り上げ方
は本当に少ないと言えます。未だにどこかに差別的な意
識があるのでしょうか。今、ＩＯＣでは、オリンピックとパラリ
ンピックの同時開催が議論されています。難しい問題も
ありますが、そんな日が来ることを楽しみにしています。
もっとも私が生きている間には無理でしょうね。
　皆さん、スペシャルオリンピックス（以下、ＳＯという）をご
存知でしょうか。ＳＯは、知的障害のある人たちに様々な
スポーツトレーニングと、その成果の発表の場である競技
会を年間を通じて提供している組織です。1962年に故ケ
ネディ大統領の妹ユニス・ケネディ・シュライバー夫人が
開いたサマーキャンプが始まりです。現在、世界170カ国
以上の国と地域で、ＳＯの活動が行われています。また、
アスリートは420万人以上、ボランティアは100万人以上
が参加しています。遠山会員の株式会社アイチテクノか
らもご協賛を頂いています。有難うございます。今年は、
愛知県が主管して9月22、23、24日刈谷市、日進市、豊
田市、名古屋市等の会場で全国大会が開催されます。
引っ込みがちであった知的障害者の方がスポーツを通じ
て明るく積極的に生活をされる様子に接すると本当に感
動します。ここでもスポーツの持つ力を感じています。私
は、ＳＯ日本・愛知の副理事長に就任しています。どうか
皆さんのご協力をお願いします。近い将来、健常者、身
体的障害者、知的障害者全てのアスリートが一緒にス
ポーツを楽しめる日が来ることを期待しています。
　今日は、ここで話を終えるつもりでいましたが、
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3月22日(木)10時から高蔵公園で記念植樹を行います。
ご参加頂ける方にはロータリーネクタイをご着用頂ければと
思っております。駐車場は多くはございませんが、数台は
駐車できるそうです。コインパーキングもございますし、
中部電力(熱田営業所)に駐車頂いて結構です。

●4/14(土)＠ウィンク愛知にて中部名古屋みらいRC主催
の震災セミナーが開催されます。
ご興味ある方は事務局へお問い合わせください。

●4/8春の家族会の出欠回答が明日となっております。 
未回答の方はご回答お願い致します。

●3/29(木)18時～＠くるる金山茶房にてIDM開催。
例会後に喫茶室にてIDMの事前打合せを行います。
対象者の方は宜しくお願い致します。

●次回例会4/5(木)＠ホテルナゴヤキャッスル
3階「萩の間」　次回例会後は第10回定例理事会を
予定しております。

卓話「ヘルプマークを知っていますか？
　　　　　　　〜ヘルプマークを通じて創る
　　　　　　　　　　　　思いやりのある社会〜」
　　　　　　　　　　　　小崎 麻莉恵 氏、高木 芽生 氏

　私の友人の小崎麻莉絵さんについて紹介いたします。
１７年ほど前、私が塾の講師をしていた頃の生徒です。
当時生徒だった小崎さんは、活発な高校生でした。
将来、大きな病を抱えるとは考えることなど少しもありませ
んでした。 
　彼女が20代ごろ、仕事帰りに一緒に食事をよくしていま
した。
「なんだか顔色が悪いな。仕事がハードで疲れているの
かな。」と感じたこ とがありました。今思えば、この病気の
予兆だったのかもしれません。
そして、ある時、「骨髄異型性症候群(MDS)」という耳にし
たこともない病気にかかったと知らせが入りました。
また、彼女には余命宣告という知らせまで付いてきまし
た。
しかし、彼女は私が思うよりしっかりと病気と向き合って約
１年の入院生活を送り、自分の置かれている環境の中で
仕事を続けることを選びました。
　そして、現在も三重県に在住の彼女は近鉄電車を乗り
継いで名古屋に出勤をしています。
公共交通機関を利用していると「優先席や普通席に座っ
ていても落ち着かない。」 「みんなが不思議な目で見て
いる。」と感じました。
それは、「なぜ?若いのに優先席に座って目の前に高齢
者がいても席を譲らないの?」と思われていたのです。
目の前に高齢者や障害を持った方や怪我をされている
方が立っていたとしてもどうしても譲ることができないので
す。 
見た目にはわからない内部疾患を患っている方は必ず
経験していることだと思います。
そこで彼女はヘルプマークの存在を知りました。
　ヘルプマークとは2012年10月に東京都が義足や人工
関節を使用している方、内部障害や難病の方、または妊
娠初期の方 など、外見からわからなくても援助や配慮を
必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としてい
ることを知らせることで、援助を得やすくなるよう、作成し
たマークです。
　彼女はこのマークを身につけて電車に乗ることで安心
して通勤できると感じました。
通勤時や外出時にこのマークを鞄につけている彼女を
見て思ったことがあります。
このマークについて知らなければ誰も助けられないし、
必要としている方が大勢いるのではないかと考えました。
　当事者である小崎さんの知人や友人をはじめ多くの方
が賛同してくださりこの普及活動がスタートします。
まず、署名活動からスタートをし、約１万人の方に署名を
いただきました。それを名古屋市に提出をし市長から導
入に向けて動いていくことをお約束いただきました。ここ
から私たちの活動が大きく動き始めます。
多くの助けをいただき、名古屋市議会、愛知県議会へと
この活動について取り上げていただきました。
名古屋市や愛知県でもヘルプマークの今年の７月から
の導入が決まりました。
私たちが普及活動をする中で、たくさんの方に出会いま
した。この活動を応援してくださるかたはもちろんのこと、
ヘルプマークを必要としている方がとても多いということ
を知りました。
　ヘルプマークがこれから広まるということはこのマークを
持っている方にどのように支援していくかを考えていかな
ければなりません。
行政だけでなく官民一体となって広く正しく普及できるよ
うに努めていきたいと考えています。
　最後になりますが、私は彼女を通じて安心・安全な暮ら
しに近づくためのお手伝いをしたと感じました。病気や障
害を持っている方も社会にたくさんいます。

　社会奉仕委員会より報告　　菅原 浩昭 委員長

　幹事報告　　　　　　　　　　加藤　謙一 副幹事
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3月22日(木)高蔵公園（大津通沿い）にて
記念植樹が行われました。
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Yahoo!ニュースなど様々なところで取り上げられておりま
す。ご興味がある方は「ヘルプマーク　普及活動に命を
燃やす」で検索してみてください。

また、下記イベントにてPRブースを出展するそうです。
お時間ある方は是非遊びに来てくださいとのことです。
【宗春おもち祭】
日時：4月7日(土)　9:00～17:30
会場：名古屋城

　記念植樹

少しでも多くの方に理解していただき、多くの方が安心し
て暮らしていける世の中になってほしいと思います。 私
たちの活動に多くの方にご協力いただき、沢山の見守る
目で支えてください。
ヘルプマーク普及活動の会
株式会社オアシス　代表取締役　小崎麻莉絵
高木歯科医院　　　歯科衛生士　高木芽生

ヘルプマーク

裏面には本人からのメッセージ

が書き込まれてきます。

（例：私は耳が聞こえません。

筆談での対応をお願いしま

小崎様、高木様

お越し頂きありがとうございました。

会員一同心より応援申し上げます。



是非ご覧に行ってください。標柱と共にございます。

： ～チャーターナイトから1年を省みて～
： 大口　弘和　創立会長
： 野村　治　会場運営委員長
： 高木　俊郎　親睦活動委員長
： 佐野　洋一郎　会員増強委員長
： 出口　茂　会計監査

： 4月8日(日)　8時15分～17時40分
： 滋賀県（MIHO MUSEUM(美術館)

＆近江八幡）
： 愛知芸術文化センター横(錦通沿い)
： 蔓ききょう

： 4月19日(木)　12時20分～13時30分
： ホテルナゴヤキャッスル1階「シャンボール」
： 台北石橋RC来名予定

昼 食 処
　次々回例会　【第33回通常例会】
日 時
会 場
そ の 他
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　次回例会　【第32回例会　「春の家族会」】
日 時
方 面

集合場所

テ ー マ
講 評
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

パネラー
パネラー
パネラー

　第2回ＩＤＭ

高蔵公園

↑金山

↓熱田

ＩＤＭ（インフォーマルディスカッションミーティング）

色々なテーマで討議する。

当クラブは親睦を図る有志の例会とする。


