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ゲ　ス　ト　卓　話ゲ　ス　ト　卓　話
■ 鹿児島市役所福祉課　牧野　謙二様
　本日は、障害のある児童の福祉について紹
介させていただく機会をいただき、ありがと
うございます。
　鹿児島市では、障害のある児童に対して関
係法令に基づく事業のほか、市独自の施策な
ど、様々な支援を行っています。
　まず、鹿児島市の障害のある人の現状につ
いて、簡単にご説明いたします。
　平成27年4月1日現在で、身体、知的、精神の障害のある人は
合計43,266人で、本市人口の7.1％を占めており、障害のある人
と接する機会の少ない人は、その人数に驚かれると思います。

　近年、身体障害者数は、横ばい状態で
すが、知的障害者及び精神障害者数が増
加しており、全体として微増傾向です。
次に、障害の種別ごとの状況としては、

身体障害には、肢体不自由、内部障害、聴覚・平衡機能障害、
視覚障害、音声・言語・そしゃく機能障害があり、肢体不自由
と内部障害の人が多く、全体の82.6％を占めており、年齢構成
では65歳以上が約７割で高齢層が非常に多い状況です。
　知的障害のある人は、29歳未満が約５割を占めるなど若年層
が多く、身体障害と対照的です。また、精神障害のある人は、20代・
30代で徐々に増える傾向があります。
　発達障害には、広汎性発達障害、注意欠陥多動性障害、学習
障害があり、近年、増加していると言われています。
　次に、本市の障害福祉関係予算についてですが、全体として
は、直近の７年間で２倍以上に増え、平成28年度には約222億円
となり、非常に大きな額となっています。
　そのうち、発達障害などの児童の通所支援に関する予算は、
24年度以降急増し、28年度は24年度の約7倍の約39億円となっ
ています。未就学児を対象とした“児童発達支援”の27年度利
用児童は、過去3年間で約2.5倍に、小・中・高校に就学中の児
童が利用する“放課後等デイサービス”の利用児童は、過去3年
間で約3.3倍になるなど急増しています。
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スポーツは力！
　５月になるとさすがに新緑がまぶしい、鮮
やかに見えます。若葉で染まる山のことを「山
笑う」と言うそうです。情緒あふれる素晴ら
しい表現だと思います。
　又、「春眠暁を覚えず」。春になると五月病
をはじめ、体がなかなかだるいし重い倦怠感
の症状を呈します。そのような症状は我々の
体が冬の身体から目覚め、活動し始めたサインの一つでもある
と言われています。
　お互い体調管理に気を付けたいものです。
　今日は明るいスポーツニュースの話題を取り上げたいと思い
ます。
　一つには、ご承知の通りなんといっても囲碁の世界で新たな
歴史が刻まれました。第５４期十段戦五番勝負の第４局で伊田
十段に対戦成績３勝１敗で見事勝ち十段位を制した。囲碁界で
初の七冠独占を決めた井山裕太碁聖２６歳の歴史的勝利の
ニュースで有ります。
　小学２年生で全国少年少女囲碁大会に優勝するなど、少年の
頃から数々の記録を打ち立ててきた俊才が、ついに前人未踏の
偉業を成し遂げたと各紙が大々的に報道した。囲碁界の七大タ
イトルは棋聖、名人、本因坊、王座、天元、碁聖、十段のこと
で１２歳でプロ棋士となり（初の平成生まれのプロ）このころ
から注目される存在だったそうです。ここから井山の快進撃は
始まり１６歳の時、全棋士が参加する一般棋戦で初めて優勝し、
トップ棋士に負けない実力を示したそうです。そして２０歳の
時、最年少で名人を奪取！いよいよ七冠へ向けて戦の第一歩が
始まったわけです。
　井山七冠が獲得して得た賞金はなんと総額１億５２００万円
になるそうです。常識にとらわれない想像力が持ち味で、勝負
師としての身上は「打ちたい手を打つ」だそうです。又「勝つ
ことをゴールにしない」自分の碁をひたすら追い求めている。
後輩にも「負けることを怖がってはいけない」と指導している。
　次に、第１５３回ＪＲＡ天皇賞・春（京都１１Ｒ３２００メー
トル芝１８頭）オープンＧＩレースの話です。国内で一番長い
距離のＧＩレースで武　豊騎乗の２番人気「キタサンブラック」
が見事優勝！１着賞金１億５０００万円を獲得。ＧＩ、２勝目

を挙げた武　豊は中央競馬通算ＧＩ、70勝、天皇賞・春７勝目
を挙げた。　好スタートを切り先頭に立ちそのまま逃げ切った。
最後の直線で１３番人気のカレンミロティックとの激しい争い
となり、しぶとく差し返して鼻差で見事ゴールした。武騎手の
コメントは「ゲートを出て逃げることを最初に決めた。一気の
脚が無いので早めに仕掛けた。かわされたけど差し返してくれ
ると信じて迫った。」まだまだ強くなる。京都競馬場に馬主北
島三郎の「祭り」の歌が鳴り響き６万の観衆が酔いしれた。
　次に女子ゴルフ界の話題です。３８才の福島浩子が念願のツ
アー初優勝を成し遂げた。
　女姉妹の優勝はツアー史上初めて。姉の晃子プロは日本ツ
アー通算２４勝、２度の賞金王。アメリカでも２勝を挙げ、樋口、
岡本プロのあと彗星の如く現れ、持ち前のロングヒッターで女
子プロゴルフ界を席巻した。今回初優勝した浩子は未勝利が続
き、相次ぐ病気に悩まされ、一時は引退を決めたことがあり、
姉のキャデイーをしたり、アメリカで難関とされる一級ティー
チングプロのライセンスに挑戦。見事取得。（日本人では一人
しか持っていない）そのような苦労人、花開いた初の優勝であ
ります。賞金１２６０万円。最終日まで２位に６打差をつけて
いたがプレッシャーで韓国の実力者美人ゴルファーのキム・ハ
ヌルに並ばれプレーオフの末、勝ち、涙の優勝！１８番グリン
上で姉の晃子と抱き合い泣きじゃくった。「よかったね」「苦し
かった」と繰り返し言いあったという。多くのギャラリーの涙
を誘いました。
　最後は海の向こう英国サッカープレミアリーグの話題です。
日本の岡崎慎司所属のレスターが初制覇した話です。１８８４
年創設以来１３２年目の優勝で「奇跡の番狂わせ」と世界中に
報道された。優勝オッズはなんと５００１倍。砂漠の中でダイ
ヤモンドを探し当てたようなものだと言う人もいました。
　英国紙は「おとぎ話が優勝で幕」奇跡の男たちの栄冠。タイ
ムズ紙は歓喜のファンの写真を一面に掲載して英国のサッカー
史上で最もおどろくべきストーリーがクライマックスを迎えた
と絶賛。日本代表の岡崎については、彼の作業量は計り知れず
倒れるまで走り続け、魂のこもったプレーである。全力で戦う
チームの象徴だと最大評価。レスターにいつまでもいてほしい
と賞賛した。岡崎は一季目で伝説の一員になった。特にオーバー
ヘッドキックで決勝点を挙げるなど個人技が冴える。まるで忍
者だ！興奮の中、岡崎は英雄だ。サポーターの雄叫びが聞こえ
る。　以上（各種スポーツ紙より引用）　
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ラウンドテーブル
担当：青少年委員会
参加者：宇都会長、田中、尾辻、橋元、宮脇、丸山、福山、尾堂、森園
　　　　加島、稲留、志賀、川路　計 13名

日時：５月９日（月）18:30～
場所：ごはんのじかん

ロータリーソング：「奉仕の理想」
職業宣言唱和：１・２
ゲスト紹介：ゲスト卓話＝鹿児島市役所福祉課  牧野　謙二様
食事：米山ランチ
会長挨拶：会長　宇都　和治君
誕生日お祝い
　坂元　直人君（2日）新名主　聡君（5日）尾辻　章宣君（13日）
結婚記念日お祝い
　小原　正信君（4日）長濱　まや君（15日）青﨑　彰君（16日）
　尾辻　章宣君（20日）濵薗　義弘君（28日）肥田木　康正君（31日）
出生お祝い
　下村　哲也君
会務報告：幹事　深野木　信君
１）本日の配布　②ロータリーの友５月号
２）「平成28年熊本地震」特別個人義援金（任意）のお願い（別紙）
３）5/11（水）RAC例会指名
　 出席者→平山・稲留・尾辻・下村・福山・石塚　各会員
４）本日18：30～ラウンドテーブル開催　於：ごはんのじかん

　 担当：青少年委員会
５）次週　5/16（月）　例会プログラム「青少年奉仕フォーラム」
出席報告：出席委員会
スマイルボックス：親睦委員会
３分間情報：友の見どころ→広報・雑誌・IT委員会
卓話：鹿児島市役所福祉課　牧野　謙二様
　　　「障がい児への支援の取り組み」
　　　卓話者紹介＝森園　千廣君
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第1810回例会
前々回（4月18日）の補正
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レディースデー例会　「フルートのひととき」
中島  真理子 様・米丸  由樹 様

5月9日のスマイル  小計 43,000円　2015～2016年度　累計 869,111円

考えるとぞっとします。熊本に４回入り現場を見る限り、一部地域とはい
えまだまだ日常を取り戻すには時間がかかると思いますが「がまだせ（が
んばろう）熊本！」の気持ちを持って日常生活を取り戻すべく努力してま
いります。鹿児島中央ロータリークラブの皆様にも色 と々相談にのって頂
きました。本当にありがとうございました。
●田中　和俊君／本日は青少年委員会が担当のラウンドテーブルです。
１８時３０分より「ごはんのじかん」で開催致します。先月の職業奉仕委員
会担当のラウンドテーブルは、橋元委員長の声掛けでたくさんの会員の
参加をいただきました。私は事前の声掛けをサボっておりましたので恐
縮ですが、本日都合のつくかたは、是非ともご参加をよろしくお願い致し
ます。
●青﨑　彰君／結婚記念日お祝い、有難うございます。３５年も過ぎると、
お互い飼い猫との会話が多いですが、今月は少～し夫婦の会話があるか
もしれません。
●長濱　まや君／結婚記念日お祝いありがとうございます。会社も３月
で１０周年を迎えることができました。これからも２０年３０年と長生き
できるようがんばりますっ！
●新名主　聡君／誕生日のお祝い、ありがとうございます。６０才になり
ました。子どもの日に生まれたせいなのか、いつまでも子供のような自分
ですが、今後ともよろしくお願いします。

●宇都　和治君・深野木　信君／鹿児島市役所牧野謙二様、本日はご多
忙にもかかわらず、ゲスト卓話者としてお越しくださりありがとうござい
ます。障がい児の現状を学び、今度の社会貢献に生かしたいと思います。
よろしくお願いします。
●海江田順三郎君／先日は私のために盛大な米寿祝いを催して頂き、記
念品まで賜り、誠に恐縮に存じました。ロータリーの友情に厚く御礼申し
上げます。
●濵薗　義弘君／結婚祝い、ありがとうございます。結婚５１年になりま
す。２人楽しく、すごしています。
●小原　正信君／結婚記念日お祝いありがとうございます。世間では不
倫だ浮気だと騒々しいですが、我が家には全く無縁の３５年間でござい
ます。今後共頑張ります。
●尾辻　章宣君／毎年のことですが、５月は誕生日と結婚記念日のダブ
ルのお祝いを頂きに出席しています。まずは有難うございます。年は６８
歳、結婚して３９回目の記念日になります。振り返りますと、皆さまの前で
はとても言えないような状況もありましたが、家内の温かく大らかな気
持ちがあればこそ今があるのだと、また今後も二人の楽しい関係が築か
れていくものと思います（この話は家内には届いていないか）。家内が「主
人在宅ストレス症候群」にならないよう、今後も家内と一緒に天文館など
で食べ、飲み、歌っていきます。皆さま、このような二人を今後も温かく見
守っていてください。
●森園　千廣君／本日の卓話は、鹿児島市障害福祉課、牧野謙二様です。
ようこそ中央ロータリークラブへおこし下さいました。心より歓迎致しま
す。障がい児への支援の取り組みという題で貴重なお話を期待しており
ます。
●肥田木康正君／熊本地震で被災した弊社の３店舗のうち最後となっ
た益城インター店が先週の６日金曜日に営業再開となりました。地震から
３週間かかりましたが、震源地ということもあり店舗の設備故障はもとよ
りガス復旧に時間がかかりました。従業員の皆さんも被災、避難所生活と
なり人員確保も問題となりました。なにより言葉としては「危機管理」とし
て認識はしていたものの実際に今回のような問題が起こったときに自分
が何をしなくてはならないかを学ぶ機会となりました。不幸中の幸いでお
客様従業員ともに怪我、店舗においても火災はなく安心しております。あ
れが煮炊きをする営業時間ど真ん中であったらどうなっていたのかと
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　全国的にも増加していますが、本市では特に利用が進んでお
り、その要因としては、1つ目に、市独自に利用料を全額助成し
無料としていることがあります。２つ目に、市内の各保健セン
ターで、児童の健診の際に発達の遅れ等の気づきに努力し、療
育で非常に重要と言われている早期発見・早期療育に努めてい
ることです。３つ目は、発達障害や療育の制度等について、徐々
に市民の皆様に周知が進んできたことがあります。４つ目は、
支援を行う事業所が増えて、身近な地域で療育を受けられる環
境が徐々に整えられてきていることがあります。

　その結果、資料の中の保護者の感想のように、子どもの成長
がみられ、多くの感謝の言葉をいただいています。私どもは、
子どもは地域の宝と考えています。子ども達が、健やかに成長
していくことは、これほど喜ばしいことはないと思っています。
　そのほかにも、障害のある児童に対し、ホームヘルプや補装
具の給付、移動の支援、医療費の助成、各種手当の支給、訪問
入浴サービスなど、多くの支援を行っており、今後とも子ども
たちの幸せを願って、支援を続けてまいりたいと考えています。

議　題
１）５・６・７月例会プログラム及び行事予定
　6/27（月）例会を夜間例会とし、終了後
　会長・幹事慰労会を開催する。
　40周年実行運営委員会　6/20（月）
　　於：例会場　例会終了後
　ラウンドテーブル
　6/13（月）海南風→ごはんの時間に変更
　6/27（月）→取り止め（会長幹事慰労会とする）
２）会計報告（別紙明細）・・・承認
　①４月度試算表について
　②「海江田順三郎会員の米寿を祝う会」
　　収支決算報告

３）市内RC会長幹事会より
　①分区行事分担ローテーションの変更について
　　2017 ～ 2018　ガバナー補佐候補者の人選をする
４）菊池ロータリークラブへの災害支援について
　特別な支援は見送る
５）下関東RCとの姉妹盟約について
　これ以上の姉妹盟約は辞退する
６）会津若松西RCとの交流について
　日程：平成28年6月3日（金）～ 5日（日）
７）40周年事業について
　除幕式、講演会の出欠をメールで確認する
８）新旧合同理事会について
　6/6（月）　18：30 ～　於：アーバンポートホテル
９）次期委員長会議について（次年度対応）
　6/15（水）　18：30 ～　於：ふぁみり庵はいから亭与次郎本店

定例理事会議事録定例理事会議事録 会議名
場　所
日　時

出席者

欠席者

定例理事会
山形屋７F　開聞
平成28年5月9日（月）
例会後　～　
宇都和治・深野木信
丸山　修・宮脇謙舟
川畑英樹・橋元　隆
森園千廣・池畠泰光
前迫　実
重久善一・小福田博
吉田健朗・田中和俊

結婚記念日お祝い結婚記念日お祝い 誕生日お祝い誕生日お祝い


