第 2720 地区

熊本東南ロータリークラブ

週報

創立 1984 年 4 月 4 日

2021 〜 2022 年度国際ロータリーのテーマ

奉仕しよう

みんなの人生を豊かにするために
No.1751

１２：３０〜

令和 03 年 11 月 10 日

※例会日

毎週水曜日

※例会場

〒８６０−０８４６

熊本市中央区城東町４の２

熊本ホテルキャッスル内

※事務所

〒８６０−０８４６

熊本市中央区城東町４の２

熊本ホテルキャッスル内

※ URL

http://www.serc2720.org

※ email

●会長
●幹事

吉田
松岡

嘉昭
泰光

第 17 回例会

TEL 354-4521 FAX 354-4053

serc@serc2720.org

大航海時代に船上で時刻を知らせる鐘（bell）だったようです。時

■点鐘

計がなかった当時、航海の最中に時刻を知ることができたのは、
太陽の高度が最大になった正午（12 時）だけでした。正午以降は、

■国歌斉唱「君が代」

30 分毎に砂時計をひっくり返し、そのたびに鐘を鳴らし、船内に
時刻を知らせていました。

■ロータリーソング
「Joyful and Good 」
( ソングリーダー

鐘の鳴らし方は一点鐘から八点鐘までの、計 8 種類があり、4 時
間で一周します。また、鐘は数えやすいように 2 回ずつ区切って

古田哲朗 )

打ち、奇数の時は最後に 1 回をつけ加える方法をとっていました。
世界のクラブの例会でも点鐘をしているクラブもあり、日本独自

■来訪者紹介

というわけではありません。世界のクラブでは例会前に食事をす
るクラブ ( 当クラブも同じ ) が多く、食事が終わり、例会を始め

熊本東南ＲＡＣ
米山奨学生

櫻井一隆

君

る切換えの合図として鐘を鳴らすそうです。一方、点鐘の代わり

ティティコンサコルウオング，サクピシット君

に “Call to Order”、つまり “ お静かに願います ” の発言で例会が始
まるか、発言に続くお祈りの後に例会が始まるクラブもあります。
また、点鐘ではなく、木槌を叩くクラブもあるそうです。
日本では 1920 年頃、東京ロータリークラブ (1920 年 大正 9 年
設立 ) の例会で点鐘が行われていて、それを他のクラブが真似を
していったのではないかと言われています。当時の日本の学校で
は、授業の開始・終了時間は鐘を鳴らして知らせる習慣がありま
した。また、江戸時代はお寺の鐘で時刻が伝えられました。それ
だけに、開始・終了のケジメをつけるという意味での点鐘は、日

■米山奨学金の贈呈

本人の習性に合っているのでしょう。

ティティコンサコルウオング，
サクピシット君

ともにスポンサークラブが贈呈するという慣習があるそうです。

ちなみに、この鐘は、新クラブを結成した際、新クラブの旗と

■幹事報告（幹事 松岡泰光 )
■会長の時間（会長 吉田嘉昭 )

■来信案内
１）

「点鐘について」

大森克磨 ガバナー、佐藤俊介 実行委員長より、地区大会の告知案内。

入会して間もないころの私は、チャイ
ムのようで小学生に戻ったような気が
しました。また、
「例会のはじまりと終
わりに会長はなぜ鐘を鳴らすのか ?」
「点鐘との言葉は初めて聞い
たけど、造語 ?」と疑問を感じました。そこで、日本国語大辞典に
て調べてみると「一時間ごとに打ち鳴らす鐘」とあります。また、
唐人お吉（十一谷義三郎 作、
1928 年に発表された小説）の中に「時
を定めて異国船で打ち鳴らす点鐘が」とのくだりがあります。

２０２２年５月１３日（金）
・１４日（土）
会場：ホルトホール大分、他
※詳しくは受付にて配布中のチラシをご覧ください。
２）
熊本城東ＲＣより、熊本市域ＲＣ新春合同例会の案内。
（熊本東南ＲＣコ・ホスト）
日

時

２０２２年１月７日（金）１２：３０〜１３：３０
（例会のみ）

日本のロータリークラブでは、例会に限らず年次大会、地区協議

・例会のみ開催いたします

会など様々な会合は、点鐘で始まり、点鐘で終わります。
英語では Shipʻs bell( 船鐘 ) や Time bell と言います。その由来は、
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（懇親会なし、ノンアルコール）
・食事は「特製洋中二段重」をお持ち帰りください。

場

所

登録料

熊本ホテルキャッスル ２Ｆ「キャッスルホール」

■スマイル

６，
０００円（＋スマイル １，
０００円）

（親睦・スマイル担当

草村安宏）

住江正治会員より御樽 ３０，
０００円
全員スマイル ２８，
０００円
ありがとうございました

■一般
１）
特定非営利活動法人 チャイルド・ファンド・ジャパンより、

■点鐘

感謝状と記念品の贈呈。

（編集者

〜慶祝・家族会〜

■今後の行事

11 月 14 日

ローターアクト提唱

大分県

クラブ協議会

大分市

（日）

●開会のことば

大分センチュリーホテル

（親睦・スマイル担当

草村安宏）

吉田嘉昭、杉本整哉
カウンセラー・奨学

11 月 14 日

生報告会

（日）

熊本県

阿蘇熊本空港ホテルエミナース
益城町
山田公也、宮川義行、

ティティコンサコルウオング，サクピシット
地区ホー
2021
11 月 20（土）

職業奉仕

ムページ

WEB セミナー

WEB サイ

傘寿 住江正治 会員

傘寿 前田昭博 会員

還暦 小畑成司 会員

オンラインセミナー

トより
古田哲朗、宮川義行、吉田嘉昭
熊本第 3 グループ

熊本県
熊本ホテルキャッスル
ＩＭ
熊本市
11 月 26（金）
出先教明、福井学、松本繁、松岡泰光、沼田敏雄、内田信行、

●お祝いのことば（直前会長 松本一也）

吉田嘉昭、山田公也

■出席報告（出席・スマイル担当 松田和成 )
月日

沼田敏雄 )

MU

修正出
席者数

出席率
（％）

27

3

30

73.17

31

3

34

82.93

会員数 出席者数

43
10 月 20 日 （免 2）
41
43
10 月 27 日 （免 2）
41
43
11 月 10 日 （免 1）
42

●記念品贈呈（直前会長 松本一也）
28

66.67

●慶祝者より挨拶

☆出席免除
10 月 20 日、10 月 27 日
住江正治 島村徹男
11 月 10 日
佐野 茂
☆欠席者
10 月 20 日 11 名
堀内健太郎 川崎直樹 小野川義行 堤 勝也 武末直大
山坂哲生
矢野敬之 吉永陽三
山本浩之 白石 繁
松尾 浩
10 月 27 日
7名
堀内健太郎 川崎直樹 武末直大
山坂哲生
矢野敬之 吉永陽三

山本浩之

−２−

●乾杯（会長 吉田嘉昭）

アトラクション

Catherrine's Brothers

●閉会の言葉（４０周年実行委員長 内田信行）

−３−

視覚障がい者教育のための教師研修：
ブラジルと日本のクラブによる協力活動
投稿日 : 11 月 7, 2021

読書の補助機器の使い方
を学ぶ教師
By Aurea Santos

視覚障がい者の教育を支援するにしても、そのための訓練を受け
た教師がいなければ実現は困難です。そこで、ブラジルのロータ
リー会員は、専門スキルのある教育者を増やすために、教育支援
団体 Dorina Nowill 財団とのパートナーシップを結びました。
サンパウロ・リベルダージ・ロータリークラブが、日本の富士宮
ロータリークラブの支援を受けて実施したこのプロジェクトでは、
2019 年 4 月から 5 月にかけて、
169 名の教師が研修を受けました。
主にサンパウロの公立学校に勤務する教師たちは、教室での最善
の学習条件を評価する方法や、生徒の視覚的ニーズに応えるため
の機器の使用方法を学びました。
Dorina Nowill 財団でインクルージョン教育を担っているエリアナ・
クーニャさんは、次のように説明します。
「研修では、生徒が黒板
を見ることができるかどうか、どのくらいの大きさの文字を見る
ことができるか、適切な照明は何か、距離の違いが生徒にとって
どのような意味をもつか、といった点を評価する方法を取り上げ
ました。また、教師たちは、低視力がどのような影響を与え、低
視力の生徒がほかの生徒たちと同じように学ぶには、どのような
環境が必要とされるかを学びました」

育学のコースでインクルーシブ教育について学ぶことができるが、
教室での実践的サポートを提供するには不十分」だと話します。
「自
分の子どもが低視力であることに保護者が気づくまで時間がかか
ることがありますが、このワークショップでは教師がその兆候に
気づくためのスキルを学ぶことができる」と彼女は指摘します。
エリアナさんによると、研修に参加した教師たちが指摘する最大
の課題は、リソースや教材の不足でした。一般的に教師たちは、
手持ちの教材や教室環境を視覚障がいのある生徒に適応させる方
法を知りません。
この教師研修は、こうした問
題を軽減することも目的とし
ていました。例えば、低視力
の学生への指導に関するワー
クショップでは、眼の構造と
生理学、環境への適応と光学
に関するリソース、低視力に
対応する技術的リソース、教
育的リソースなどのテーマが
取り上げられました。また、視覚障がい学生の指導に関するワー
クショップでは、点字の綴り（アルファベット、斜体、句読点、
付属記号）や数字、数学上の点字コードのほか、点字による読み
書きの習得を妨げる要因などをテーマにして、実践的な活動を行
いました。
「視覚障がいの分野では、スキルと知識をもった専門家が不足して
いる」とエリアナさん。
「だからこそ、研修を実現するためのパー
トナーシップが重要なのです。ロータリーのおかげでコースを準
備し、教師に必要な質の高い研修を無償で提供できました」
ロータリーボイスより

このプロジェクトでは、幼稚園や小学校の教師を対象としたワー
クショップも行われ、参加者は点字システムや、視覚障がい者用
の機器の扱い方などを学びました。また、点字プリンター、電子
拡大鏡、眼鏡、配布資料など、研修に必要な備品の購入も行われ
ました。「自分たちも力になれると感じ、驚くばかりだった」と、
サンパウロ・リベルダージ・ロータリークラブ会員のホセリト・フェ
リペさんは振り返ります。
視覚障害や低視力の子どもたちに対応できる教師を育成すること
は、生徒たちの公平な教育への参
加を実現するための基本的要件で
す。「 す べ て の 障 が い の 中 で も、
視覚障がいは国内で最も専門家が
少ない」とエリアナさんは話しま
す。地域に有資格の専門家が数人
しかいない場合、視覚障がいのあ
る生徒に対応しなければならない
教師たちに必要な知識を伝えるこ
とはさらに困難です。
Dorina Nowill 財団との関係構築を担ったセリア・ジリオさんは、
「教
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https://rotaryblogja.org/

