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＜2014～2015年度ＲＩ＞  会 長  ゲイリーC．K ホァン（黄其光） 

＜第 2700地区＞           ガバナー  熊澤 淨一 

＜苅田ロータリークラブ＞  会 長：壁屋 好惠 

副会長：杉坂 正徳 

幹 事：丸山 謙一 

ＳＡＡ：高城 直紀 

会報委員長：角田 成弘 

＜2700地区テーマ＞ 

『あたたかき心を常に抱いて』 

 

＜苅田ロータリークラブ＞ 

『なでしこの力で広げる 

ロータリーの輪』 

 

例会予定 

12月 11 日（木） ＩＴ委員会 

12月 18 日（木） クリスマス家族親睦会 

       18：30～ スカイホテル苅田 

12月 25 日→21日（日）チャリティ餅つき大会 

       8：00～ サンリブ・エル・苅田 

     20 日（土）14：00～ 松竜ビル駐車場 

 

 

 

 

 

 

 

 

阿蘇中岳噴火 1 日前の様子   2014.11.24  

 

■地区・第１G・行事予定 

12 月 5日（金） 広報の為の実践セミナー 

12月 11日（木） 第１グループ会長幹事会 

2 月 1日（日） R財団補助金管理セミナー 

■ＩＡＣ 

12月 11日（木） 16：30～  

 

 

＜第 1838回例会＞ 

クラブ総会 

http://kanda-rc.rid2700/
mailto:kanda-rc@f4.dion.ne.jp


＜第 1837 回 例会記録（2014年 11月 27日）＞ 

会長の時間  会長  壁屋 好惠 

みなさまこんにちは 早いで

すね、1１月もおわりに近づきま

した。本日の卓話は、屏社会奉

仕委員長紹介の、五家裕子様

です。西日本工業大学にお勤

めの、聾、手話講習会等２０年近く地区で、奉仕活動を

続けていらっしゃいます、お話楽しみです。 後程宜しく

お願い致します。 

 先日はロ－タリ－財団奨学生から出発し、８４歳の現在

でも世界でご活躍の緒方貞子氏のことでしたが、本日紹

介の阿南公章さんを紹介したいと思います。 

現在１００歳。新会員時９４歳、“凛として１００歳” 

宮崎南ＲＣ 阿南公章さん 明治 43 年 1910 年生まれ。 

入会のきっかけは卓話でした。会員が阿南さんの話を

聴く機会が有り、その話に感動して卓話をお願いしたと

ころ、快く引き受けて下さいました。ガッチリした体格から

出る大きな張りのある声、メリハリのきいた話し方に会員

はすっかりフアンになり、入会してもらいました。他クラブ

にも卓話にゆく行動力には頭が下がります。卓話がある

時は他のクラブから、多くの方々がメ－キャツプに来られ

ます。奥様を早く亡くされてから食事、洗濯、身の回りの

ことも自分でされ、朝５時起床、６時食事、夕方５時前後

まで仕事で、夜は１０時頃休む。 

仕事は 川や沼に自生するイネ科の多年草”真菰”を

植え付け、収穫、乾燥させ粉にした"真菰茶”を製造し販

売、営業にも自分で行くそうです。このお茶は薬ではあり

ませんが健康補助食品で、自分がこの年まで元気で生

きてこれたのも、このお茶のお蔭と。趣味は歩く事、北海

道、沖縄、アメリカ、中国等たびたび出かけて、現地では

朝から歩き回っているそうです。例会に１度ウエスタンハ

ットをかぶって来たことが有り、大変よく似合っていまし

た。 

明治生まれの私には今の世の中、天国にいるみたい

です。こんな豊かな社会に生まれているにもかかわらず、

悪いことをする人が絶えない、そんな人は今の社会の有

り難さを理解していない。 

 座右の銘 「とにかくありがとう すべてにありがとう」    

 【2010 年 8 月号 ロータリーの友より】    

 

ロータリーソング 

「日も風も星も」 

 

幹事報告  幹事  丸山 謙一 

・12 月の会費は、クリスマス家族親睦会開催の為

5,000 円プラスとなっています。 

委員会報告 

出席委員会 委員長  原田 雄幸 

11 月 2７日 会員数 35 名： 出席者 30 名 

出席率 86％ 

メークアップ 

11月 29日 鈴木 R 地区拡大・会員増強委員会 

12 月 1 日 鈴木 R 鹿児島西 RC 

 

チャリティ餅つき大会 

日時：12 月 21 日（日）8：00集合 

      8：00～13：00（予定） 

場所：サンリブ・エル苅田（9：30 開店） 

     車は 2 階（屋上駐車場）に駐車 

ロータリージャンバー着用 

前日準備：12月 20日（土）14：00～ 

        松竜ビル駐車場内 

餅事前注文：12 月 11 日まで 

     白餅  1 パック 300 円  1 個 50 円 

     餡餅  1 パック 400 円  1 個 80 円 

当日会員の皆様・御家族の方々の多数の参加、御協力

宜しくお願いします。 



卓話

苅田手話の会（手話ボランティア）

五家（ごか）裕子（ゆうこ）様  

聴覚障害者についての誤解を解き、

聴覚障害者について、また、聞こえ

ない人とのコミュニケーション方法に

ついてお話したいと思います。 

◆聴覚障害者とは 

聞こえない人のことを聴覚障害者と言いますが、原因や

タイプ、聞こえの程度などで大きく４つに分けられます。 

1. ろう者：生まれつきまたは音声言語取得前に失聴し

た人で、手話を第一言語としている人。 

2. 中途失聴者：事故や病気で音声言語取得後に聞こ

えなくなった人で、手話ができると出来ない人がい

ます。 

3. 難聴者：字のごとく聞こえ難い人のことです。聴力

の程度は様々です。 

4. 老人性難聴：加齢によって聴力の衰えた人も聴覚

障害者に入ります。 

現在、苅田町には約 60 名のろう者が在住しています。

京築地域で一番多いです。また、若いろう者が多いで

す。 

◆手話とは 

 手話とは「見る言語」です。日本の手話には、ろう者の

第一言語である日本手話と、日本語の文章どおりに表

わす日本語対応手話の２つがあります。この２つの手話

は文法が全く違います。中途失聴者は日本語で生活し

てきたので、日本語対応手話の方が多いと思います。 

 テレビの手話通訳はほぼ日本語対応手話です。なぜ

なら、日本手話を使うろう者が日本語の社会で生活して

いくためには、日本語を理解していなければならず、日

本語対応手話が作られました。中途失聴者に多く使わ

れること、ろう者も理解できることからテレビでは採用され

ました。 

 一番誤解されていることで、手話ができる人＝手話通

訳ができる人と思われていることです。英語に置き換える

とわかると思います。挨拶単語しか話せない人に通訳が

できるとは考えないですよね。手話もそれと同じです。手

話通訳はある意味特殊技能であり、通訳者は日本手話

と日本語対応手話のどちらもでき、国が認める資格の手

話通訳士、各都道府県が認定する認定通訳者の資格を

持った人が活躍しています。 

◆聞こえない人とのコミュニケーション方法について 

 手話は講習会などで習う必要がありますが、手話が出

来なくても、聞こえない人とコミュニケーションをとる方法

があります。 

１．指文字（50 音を 1 音ずつ指で表す）、空書（空間に文

字を書く）、口話（口の動きを読む） 

２．身振り（ジェスチャー） 

３．筆談（伝えたいことを書いて示す） 

※最近は、携帯電話やスマホのメール機能を使い、画

面に文章を入力して見せ合う方法もある。 

 聴覚障害者は外見上ではわかりにくく、周囲の人に気

づいてもらえないことがあります。そのために必要な時に

情報を得ることができず、不安になることがあります。東

北大震災の時、十分な情報が得られず、ろう者の有志が

YouTube を利用して情報を流したこともありました。 

 聴者（聞こえる人）には当たり前の音声による情報提供

は、聞こえない人には全く役にたたない提供方法です。

聞こえる人、聞こえない人両方に有効な情報提供方法

を考える必要があり、聴覚障害者でも人それぞれ状況が

違うので、その人にあったコミュニケーション方法を理解

することが大切だと思います。 

 『聞こえる人は、聞こえない人の立場を理解し、自分に

何ができるのか』。私はこのことを、小学校の福祉教育や

様々な機会を使って伝えていきたいと思います。 

◆手話をするきっかけと今後の活動について 

20 年ほど前、苅田町社会福祉協議会主催の手話講

習会の受講がきっかけで、自分の知らなかったろう者の

世界や文化に触れ、視野が広がったこと、また、その出

会いを続けたいと思い、手話の会に入会しました。 

 私たち健聴者が社会に目を配ればもっとできることが

あるのではないか、ろう者の意見、考え、思いをろう者の

代わりに声にすることで、ろう者の社会参加のお手伝い

ができればと思い、活動を続けてきました。個人的な事

情により活動の制約はありますが、楽しみながら今後も

続けていきたいと思っています



 
ニコニコ BOX     親睦委員会 委員長  高橋 功吉  

 

壁屋 好惠  五家裕子様、卓話を有難うございました。ろう者は 4つに分かれている。対話方法は、

手話でなくても筆談・メールでも良いことがわかりました。 

丸山 謙一  何年かぶりに片島登山口から高城山に登り殿川ダムサイト登山口に下山しました。ロー

タリーの看板がとても疲れていました。 

矢野 強   五家さん卓話ありがとうございました。難聴者に片足、老人性難聴者に両足を入れてる

状態です。 

屏  正隆  平成 26年最後の例会でもありますチャリティ餅つき大会、多くの参加をお願いします。 

       お餅の予約を今年も行いますのでそちらもお願いします。 

桧槙 敬   今日はいい話（卓話）を聞きました。 

鈴木 公利  五家さん有難うございました。 

高橋 功吉  五家さん、本日は有難うございました。 

安田 定行  先週 会議出席のため 

田辺 浩爾  五家さん卓話ありがとうございました。 

 

集計 15,000円    累計 410,460 円 

 

 

４つのテスト 

言行はこれに照らしてから 

1）真実かどうか      

2）みんなに公平か 

3）好意と友情を深めるか 

4）みんなのためになるかどうか  

 

 

 

行 橋 Ｒ Ｃ １２月１６日→忘年クリスマス家族例会 

            １２月２３日→休会 

            １２月３０日→休会 

田 川 Ｒ Ｃ 1２月１０日→年末家族会 

            １２月３１日→休会 

豊 前 Ｒ Ｃ 1２月２５日→歳末家族会 

            １月 １日→休会 

豊 前 西 Ｒ Ｃ １２月１９日→２０日 餅つき大会 

            １２月２６日→クリスマス家族例会 

行橋みやこＲ Ｃ １２月２４日→２５日 クリスマス例会 

            １２月３１日→２８日 餅つき大会 

 

 

近隣クラブ例会曜日 

 月曜日 小倉中央 RC   リーガロイヤル小倉 

火曜日 行橋 RC     京都ホテル 

水曜日 田川 RC     ザ・ブリティシュヒルズ 

     行橋みやこ RC  京都ホテル 

木曜日 豊前 RC     築上館 

金曜日 豊前西 RC    築上町リサイクルプラザ 

  

 

【本日の昼食】 

☆ ローストビーフ 

☆ 焼きうどん 

☆ 厚焼き玉子 

☆ 野菜の天麩羅 

☆ 抹茶わらび餅 

☆ ご飯・味噌汁・珈琲 

     スカイホテル苅田 

 

 

 

 

 

 

週報担当委員 

角田成弘 片岡孝市 官見敦司 高城雅春 竹部武男 


