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第1416回例会平成29年4月18日(火)発行(No･29号)

.ー　　　第1417回

2017年4月18日(火)

点　鐘18:00

場　所　浦和ロイヤルパインズホテル21F

ソング｢それでこそロータリー｣

卓　話｢新会員歓迎夜間例会｣

イニシエーション･スピーチと

新会員歓迎の夜間例会

第1418回

/へ　　　2017年4月25日(火)

点　鐘12:30

場　所　浦和ロイヤルパインズホテル例会場

ソング｢2770地区の歌｣

卓　話｢R財団補助金申請と有効な使い方｣

地区R財団委員会　補助金委員会

委員長　松村　繁様

地区テーマ

楽しいロータリークラブを作り上げよう

第1416回･2017年4月11日(火)

司会　岡崎　渉会員

点　　鐘12:30　横田　元会長

ソ　ン　グ｢我等の生業｣

ソングリーダー　鈴木　寿和会員

お客様紹介　斉藤忠治副会長

会長挨拶　横田　元会長

幹事報告清水敏夫幹事

ご挨拶　井原　賓バストガバナー

地区青少年交換委員会委員守屋トミー様

4月の誕生祝い　横田　元会長

次年度関係　柳寿美恵次年度幹事

ニコニコBOX　クラブ運営管理委員会

柳寿美恵委員

出席報告　クラブ運営管理委員会杉田将大委員

卓話者紹介　星野和央会員

卓　　話｢特別支援学校における自立活動について｣

さいたま市立さくら草特別支援学校

校長　佐藤浩市様

点　　鐘13:30　横田　元会長
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お客様ようこそお出で下さいました｡本日は例会終了後､

次年度委員長セミナーが開催されます｡井原バストガバ

ナーに基調講話をお願い致しました｡御忙しい中､有難

う御座います｡そして､さくら草特別支援学校の佐藤校

長ようこそお出で下さいました｡去る3月17日の卒業式

に参加させて頂きました｡初めての体験に色々とカルチ

ャーショックを受けました｡私達はどの様な支援をして

行けば良いのか､深く考えるきっかけに成りましたが､

前に出過ぎず寄り添うような支援が出来ればと恩いました｡

それぞれの卒業生の方々の笑顔がとても印象的でした｡

さて､今月は母子と健康月間と言う事で少しお話をさ

せて頂きます｡皆さんも良くご存知の母子手帳ですが､

日本独特の制度で1937年に後の母子手帳の根拠法令とな

る母子保健法が施行され､ 1942年､国による妊産婦手帳

制度が発足｡戦時下においても物資の優先配給が保証さ

れるとともに､　定期的な医師の診察を促すことを目的と

したと言う事です｡

1980年代にJICAの研修で日本を訪れていたインド

ネシア人の医師が､母子の健康に貢献する優位性に着目し､

母国での普及を思い立ち､インドネシアにて､ 1989年か

ら試験的に手帳の配布を開始､有効性を認識した日本政

府も支援に乗り出したそうです｡ JICAではメキシコやパ

レスチナでの普及に着手｡いずれはアフリカ諸国をも視

野に入れた普及を目指している｡紛争地域のパレスチナ

では手帳を無くしても　携帯で管理できるアプリが在り､

非常に喜ばれて居る様です｡

ロ-タリーのHPを見て見ますと､自宅出産を安全に行

うため､ロータリー会員が300万ドルを投入して5年間の

試験的プロジェクトを開始｡このプロジェクトでは､

2005年以来､産科ろう孔で苦しむ女性たちの尊厳と希望

を取り戻すために､当初の目標を500人上回る1500人の

治療を行ってきました｡毎年5歳未満の子供たちが約590

万人亡くなっています｡さまざまなシステムが構築され､
一人でも多くの子供達の命を救えればと願っております｡

話はちょっと変わりますが､長年に渡りロータリーと

協力して頂いていビルゲイツさんが､アトランタ国際大

会において講演をなさるようです｡非常に楽しみにして

おります｡昨年12月でしたでしょうか?来日され講演で､

世界の子どもたちの命を守るため､日本の科学技術や知見､

質の高い研究者たちの存在､日本政府のリーダーシップ

などに対する期待を強く訴えて居たようです.

先月の会長挨拶で､もっとも重要な分野は水と衛生だ

とお話を致しましたが､やはり､ 6つの重点分野がそれぞ

れ最重要課題分野と改めて感じた月間で在りました｡

□4月のロータリーレートは1ドル-116円です｡

ロロータリー国際大会が､ 2017年6月10-14日､米国･

アトランタで開催されます｡ビル･ゲイツ氏が､ ｢ポリ

オのない世界｣の実現に向けた活動の重要性について講

演します｡皆様のご参加をお願いいたします｡

地区青少年交換委員会

委　員　守屋トミー様

(越谷東RC)

RI第2770地区

バストガバナー

井原　貴様
(さいたま新都心RC)

ガバナー事務所事務局員　橋本珠美様　末広邦子様

末広和子様

柳寿美恵次年度幹事

□本日10:30より次年度理事予定者会議が行われました｡

□本日例会終了後､クラブ協議会｢次年度委員長セミナ
ーを開催いたします｡関係各位のご出席をお願いいたし

ます｡
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さくら草特別支援学校

校長　佐藤浩市様
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《プロフィール》

年齢1961年生れ　55歳

出身　群馬県藤岡市

学歴　日本体育大学卒業

職歴　県立浦和養護学校(現浦和特別支援学校)教諭5年

浦和市立大原中学校教諭

(保健体育科･柔道部顧問) 10年

さいたま市立木崎中学校　教諭

(保健体育科･柔道部顧問) 4年

舘岩少年自然の家　指導主事　3年

教育研究所　研修係　主任指導主事　3年

さいたま市立大宮養護学校

(現ひまわり特別支援学校)主幹教諭　2年

さいたま市教育委員会　指導2課

特別支援教育係長1年9か月
さいたま市立土呂中学校　教頭　2年3か月

さいたま市立さくら草特別支援学校校長　2年目

『特別支援学校における自立活動について』

1　はじめに

平成24年4月｢さくら草特別支援学校｣として開

校｡さいたま市の特別支援学校としては2校臥

2　概　要

平成29年4月1日現在の児童生徒数は34名｡小

学部20名､中学部8名､高等部6名が在籍｡教職員

数は4 3名で､他にも児童生徒の健康面をケアする看

護師3名と生活全般をサポートする介助員3名が配置

されている｡

(1)施設設備

全館バリアフリーの施設である｡室内温水プール

と床暖房などが特徴である｡

(2)学習等

①　学級編成の基準

本校では児童生徒の障害の実態から､すべて重複

学級となっており1学級は3名以内で編成され､

教員が2名で個に応じた指導･支援にあたっているo

②　小集団での指導

児童生徒の発達段階を考慮し､小学部を2学年ず

つ3つのブロックに分け､中学部､高等部と合わ

せて5つのブロックの単位で､少人数集団での学

習や活動ができるよう編成している｡

③　学習内容
一人ひとりの障害の状態や発達の段階を十分に把握

した上で､小･中･高等学校に準じた教育を行うと

ともに､自立活動の指導を行っている｡自立活動と

は､個々の児童生徒が自立を目指し､障害による学

習上又は生活上の困難を主体的に改善･克服するた

めに必要な知識や技能､態度及び習慣を養うもので

あり､ ｢健康の保持｣ ｢心理的な安定｣ ｢人間関係

の形成｣ ｢環境の把握｣ ｢身体の動き｣ ｢コミュニ

ケーション｣の6区分で構成されている｡

(3)交流及び共同学習

共生社会の実現を目指す｢居住地校交流｣ ｢学校

間交流｣ ｢地域交流｣を積極的に実施している｡

3　おわりに

開校6年目を迎え､地域･関係機関との連携を一層

深め､理解･協力のもと様々な取り組みや教育活動を

さらに充実させていきたい｡

平成29年4月11目映) 13:45-15:00　浦和ロイヤルパインズホテル

｢基調講話｣ RI第2770地区バストガバナー井原貴様



バストガバナー井原　貴様(さいたま新都心RC)鈴木エレ

クトのご要請を受けて､講話にまいりました｡本日は宜

しくお願いします｡

青少年交換委員会委員守屋トミー様(越谷東RC)お世話に

なります｡ホストクラブよろしくお願い致します｡

横田　元会長　皆さんこんにちは｡さくら草特別支援学校

佐藤校長様ようこそおいで下さいました｡本日の卓話よ

ろしくお願い致しますo　井原バストガバナー､本日の次

年度委員長セミナー基調講話よろしくお願い致します｡

守屋様､橋本様､末席様､前島様ようこそおいで下さい

ました｡

斉藤忠治副会長　バストガバナー井原　貴様､本日はよう

こそ浦和北東クラブにおいで下さいました｡委員長セミ

ナーよろしくお願いします｡青少年交換委員守屋様､ガ

バナー事務所橋本様､未贋様､前島様､青少年交換事業

ではお世話になります｡さくら草特別支援学校佐藤校長､

本日の卓話よろしくお願いします｡

鈴木義男会長エレクト　本日は次年度委員長セミナーです｡

宜しくお願いします｡さくら草特別支援学校校長佐藤浩

市様ようこそ｡青少年交換委員会守屋トミー様､他事務

局の皆様ようこそ｡

星野和央会員　佐藤先生｡先日は厳粛な卒業式に参列させ

ていただき有難うございました｡今年度､どこかで､私

たちのクラブ全員が学ぶ姿を見に行けるとよいと思います｡

井原バストガバナー.ガバナー事務所のスタッフをお連

れ下さり恐縮です｡今日はしっかりご指導下さい｡

豊田愛祥会員　飯田さん､先週はすぼらしい卓話を有難う

ございました｡日頃の御勉強のほどが偲ばれます｡

篠原唯史会員　井原バストガバナー､次年度の為にクラブ

協議会講師ありがとうございます｡地区青少年交換委員

守屋トミー様ようこそ｡ガバナー事務所､橋本さん､末

席さん､前島さんようこそ!!ロータリークラブ例会を楽

しんでね!!

浅見　定会員　皆様こんにちは｡さいたま市立さくら草特

別支援学校校長佐藤浩市様本日の卓話よろしくお願いい

たします｡井原　責バストガバナー､本日のセミナーよ

ろしくお願いします｡

内田康信会員　さいたま市立特別支援学校校長佐藤浩市様､

本日の卓話宜しくお願いします｡井原バストガバナーい

つもお世話になり､ありがとうございます｡本日の基調

講話宜しくお願いします｡

園谷昭吾会員　週刊朝日に､平成29年度の全国有名大学へ

の高校合格者数が発表されていました｡埼玉県内の高校､

県立では①浦和②大宮③川越④浦和一女⑤春日部で､

私立では①開智②栄東③大宮開成④明の星⑤川越東が

順位のようでした｡関係合格者おめでとう｡

町田信行会員　さいたま市立さくら草特別支援学校校長

佐藤浩市様､本日の卓話よろしくお願いいたします｡

井原バストガバナー､委員長セミナーよろしくお願い

致します｡お客様ようこそ!!

石井孝一会員　さいたま市立さくら草特別支援学校校長

佐藤浩市様､本日の卓話宜しくお願い致します｡井原

バストガバナー､基調講話宜しくお願い致します｡地

区青少年交換委員会委員守屋トミー様､ガバナー事務

所の皆様ようこそ｡歓迎致します｡

富樫　孝会員　さくら草特別支援学校校長佐藤浩市様､

お忙しい中ありがとうございます｡本日の卓話宜しく

お願い致します｡バストガバナー井原　賓様､委員長

セミナーご指導宜しくお願い致します｡

上野拓也会員　バストガバナー井原　貴様､委員長セミ

ナーではご指導下さいますようお願い致します｡さい

たま市立さくら草特別支援学校校長佐藤浩市様､卓話

よろしくお願い致します｡青少年交換委員会委員守屋

トミー様､ガバナー事務所の皆様ようこそおいで下さ

いました｡

吉田律子会員　皆さん今日は｡又冬ですねネ｡今日はス

ベリコミセーフの忙しさでやっと間に合いました｡よ

ろしくお願いいたします｡

飯田晃生会員　皆様こんにちは｡さいたま市立さくら草

特別支援学校校長佐藤浩市様､本日の卓話宜しくお願
い致します｡井原バストガバナー本日の基調講話宜し

くお願い致します｡

柳寿美恵会員　本日は次年度委員長セミナーがございます｡

長時間となりますが宜しくお願い致しますo　さくら草

特別支援学校校長佐藤浩市様本日の卓話宜しくお願い

致します｡井原バストガバナー､基調講話宜しくお願

い致します｡青少年交換委員会委員守屋様､ガバナー

事務所橋の皆様ようこそおいで下さいました｡

杉田将大会員　皆さんこんにちは｡今日は次年度委員長

セミナーが開催されます｡しっかり学んで､一生懸命

取り組んで参りたいと思います｡本日の卓話､さくら

草特別支援学校校長佐藤浩市様よろしくお願い致します｡

繰越金1,087,000円　本日45,000円　計1,132,000円
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例会日　毎週火曜日12:30-13:30

例会場　浦和ロイヤルパインズホテル

TEL 048-827-1 1 1 1

墓1%=る　事務局さいたま市浦和区高砂2-4-3
｡一列-　　　内田ビル3階〒330-0063

TEL 048-81 4-0450

FAX 048-81 4-0460

会　　長

会長エレクト

副会長
幹　　事

S A A

副幹事
クラブ広報委員長

元男治夫央渉裕

義忠敏和

田木藤水野崎横鈴音清星岡森
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