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2017 年 3 月 16 日 ─
報

菊池会長の時間
みなさん、こんばんは。
今日は、大勢のゲストにおいでいただき、
大変にぎやかです。逗子葉山 JC の渡邊理
事長、中村委員長、米山奨学生の劉大漫さ
ん、故桐ヶ谷利美会員の義理の息子さんで
ある桐ヶ谷覚さん、どうぞ、ごゆっくりな
さって下さい。
先日の 13,14 日と桐ヶ谷会員のご葬儀があり、寒空の中、
千人を超える弔問のお客様がおいでになり、盛大に執り行われ
ました。当クラブからも 20 人近い会員の方にお手伝いをいた
だき、お見送りすることが出来ました。ご協力に感謝申し上げ
ます。あとは、チャーターメンバーであった桐ヶ谷会員が楽し
みにしていた創立 55 周年記念例会を成功させることが、ご冥
福をお祈りするための一番だと思います。どうぞ、皆さんよろ
しくお願い致します。
さて、3 月の後半はたくさんのイベントが開催されますので、
久しぶりに、イベント案内をさせていただきます。3/24,25,26
と来週末には、逗子海岸でナイトウェーブのイベントがあり、
25 日土曜には、日中からウインドサーフィンや SUP のイベン
トや飲食ブースの出店があり、昼から夜まで楽しむことが出来
ます。26 日の 13 時から、同じく逗子海岸の黒門で、逗子葉
山 JC の講演会も開催されます。渡邊理事長、後ほど PR をお
願いします。
また、同じく 3/25,26 と逗子文化プラザで、トモイクフェス
ティバルが開催されます。
「みんなで育つ、家族で遊ぶ」子ども
から大人まで楽しめるフェスティバルだそうです。本日講師の
大下利栄子さんもワークショップを開催されます。興味のある
方は、パンフレットを受付においておきましたので、イベント
をチェックの上、お子さん、お孫さんと遊びに行って見て下さ
い。本日の講師の大下さんも、このイベントがきっかけで、卓
話をお願いすることになりました。大下さんは、目の見えない
子ども向けのユニバーサル絵本の活動を通じて、不自由のある
子どもの子育ての支援を行っている方です。卓話では、ユニバ
ーサル絵本のお話、トモイクフェスティバルのお話を合わせて、
よろしくお願いしたいと思います。

本日の進行（12:30）
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松田幹事到着物：・ハイライトよねやま 3 月号メールにて受領
・米山学友会 2017 年 18 号（劉さんの記事が記載）
開催案内：・3/21（火）18:00～会長幹事会 於：日蔭茶屋
委員会報告 宝子山会報編集委員長：桐ケ谷会員の追悼号を作
成する。今回は委員会より選定した方に原稿を依頼。再来
週目標に発行する予定。
桐田米山カウンセラー：今月で劉大漫さんへの米山助成金は最
後となった。劉さんにおいては、1 年間終え、素晴らしい
学生さんだと思った。レポートも立派なものだったので、
これからも、がんばって欲しい。
桐ケ谷覚様
父の葬儀にお手伝い頂きあいがとう
ございました。父は毎回の例会を大
変楽しみにしており、最期まで愛し
たロータリーでした。ロータリーの
皆様には、感謝申し上げます。

3 月の誕生
日・結婚記
念日のお祝
い（敬称略）
会員：小西一知、清水惠子、ﾊﾟｰﾄﾅｰ：山本康子（由夫）
結婚：矢部光治・美代子、鈴木安之・宏子、湊屋孝之・良
子、臼井浩・タミ、草柳博・範子、岡本久・明美

JC 渡辺理事、中村氏よりイベントの
PR。3/26 黒門にて逗子海岸の過
去・現在・未来という視点で講演をし
ます。是非参加してください。

劉 大漫さんより、最後の
ご挨拶。1 年間のお礼と、
就職活動がんばりますと
ご報告。

娘が２歳で失明・点字は世界に１６０種類
大下 利栄子さん
昭和３５年生まれ・東京都
ユニバーサル絵本ライブラリー
「ユニリーフ」代表
http://unileaf.org/
本文を点字にした、透明シートを、見
開きにごとに挟み込んだ絵本です。
こうすると、目の見える子供も見えな
い子供も一緒に同じ本が読める。
組み合わせで、点字が生まれる仕組みを解説する
打ち込み再製本した、ページ毎に挟み
３月第３例会は、視覚障害を持つ子どもに、本文を透
込んで再製本した絵本が見える子と見
明シートに点字で打ってはめ込み、一冊の本が読めるよ えない子が一緒に楽しめる絵本だ。
うにしたユニバーサル絵本の代表の大下利栄子をお迎
それならば今までの経験を生かして
えした。
私がやってみようと、ゼロからの試行
大下さんは、娘が２歳で失明し、いきなり視覚障害者の 錯誤、最初は少しずつしか作れなかっ
母となる。娘はお稽古事はすべて断られ、社会の中で普
たが、今は６００冊ほどの蔵書を定期
通でいられず特別扱いをされてしまう。母としては、シ 貸出ができるようになった。最初の点
ョックでした。
字チェックは娘がやってくれた。
そんな周囲に戸惑いながらも、兄弟が通う小学校に、丁
(橘
武)
度、
「特別支援教育」という制度が始まった年に、横浜
市の全盲児第１号として、入学した。
娘が点字を学び始めて白い本を広げているのを見て、
別世界にいるような哀しい気持ちになった。見えないか
らこそ自然の美しさを伝えたいと考えた。娘が小学校に
通う６年間、専門的な支援を受けるために
特別支援の教育所に相談して居るうちに、ユニバーサル
絵本に出会う。イギリスで発行されもので、市販されて
いく絵本を一旦ばらし、透明なシートに本文を点字で
絵本を一旦ばらしシートに点字を打ち込む

ニコニコＢＯＸ本日合計
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桐ケ谷覚様…父が本当に愛したロータリーの皆様に感謝申し上
げます。
渡辺理紗様…本日は PR のお時間を頂きありがとうございました。
菊池君、矢部（房）君、矢島君…ユニリーフ大下利栄子様卓話
宜しくお願いします。
松田君…大下様宜しくお願い致します。
村松君…やっと春らしくなりました。絵本の世界の話し楽しみです。
宝子山君…大下利栄子様メルヘンワールドのお話楽しみです。
矢部（光）君…大下利栄子様スピーチよろしく！結婚祝いを頂
いて♡
毛利君…問題の多い韓国に出張してきました。
鈴木(久)君…大先輩（桐ケ谷）の顔が見れなくてさみしさ大です。
鈴木(安)君…桐ケ谷さんの告別式初七日の法事出席させていた
だいて。
山科君…大下さんよろしく。
山口君…桐ケ谷さん 55 周年記念に出席出来なくて残念です。
安らかに。
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累計 ￥１,４７５,３３０
湊屋君…結婚のお祝いを頂いて。
松井君…桐ケ谷利美会員のご冥福をお祈りします。
草柳君…彼岸まで 1 週間やがて春です。
臼井君…結婚記念日祝を頂きて。
三宅君…桐ケ谷覚様ようこそ。
藤吉君…今日は良い事がありまして良かった、良かった。
桐田君…昨日は冬に戻った寒さでこたえました。
山本（由）君…家内の誕生日祝いを頂いて感謝。
岡本君、大野君、匂坂君…大下様本日は宜しくお願いします。
横山君…昨日、新ペリゴルフコンペ勝馬投票券で 17 万 WIN や
りました。
清水（惠）さん…さみしい事ばかり。春が待たされます。誕生
日がもうすぐ。これもさみしい！！劉さんお元気で。
小西君…寒い日が続きますが、お体を大切に！
【出席報告】会員数 51 名（出席免除４名）
出席者 29 名 出席率 6０.４１%

