2021-2022 年度 RI テーマ ：奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために
HIRATSUKA RC テーマ
：ともに ひらめき きらめく !
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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
会長 : 柏手 茂 副会長 : 白石 慎太郎 幹事：米山 俊二 クラブ会報委員長：平井 敬規

2022 年 3 月 10 日

第 3353 回

週報第 3353 号

3 月 10 日

会員数 62 名

対象者 62 名 出席者

39(39) 名

出席率 62.90 %

前々回

2 月 17 日

会員数 62 名

対象者 62 名 出席者

45(45) 名

出席率 72.58 %

本日の卓話者ご紹介
社会保険労務士法人 プライド 代表
日本自閉症啓発推進委員会 代表 平野厚雄 様

卓

話

「みんなちがっていいんじゃない？
〜あなたの個性は可能性〜
社会保険労務士法人 プライド 代表
日本自閉症啓発推進委員会
代表 平野厚雄
わたしには自閉症の息子がいます。私自身、スポーツ
選手として活動してきたキャリアがあり、体（健康）に
は自信がありましたので、自分自身に障がいがある子が
生まれてくるということをまったく想定していませんで
した。

MUP

毎週木曜日 12:15〜13:30
グランドホテル神奈中 2F
平塚市松風町 2-10 平塚商工会議所内
0463-23-5955（事務局）

4名

計

49 名

修正率

日

本

例会日
会 場
事務局
連絡先

79.03 %

じであったのですが、毎日、言い続けることによりいろ
いろな気づきが私の中でありました。長男は自閉症とい
う障害があるけれども、目が見える、歩ける、体は健康
だ。もっと言うと、子供が産まれないで悩んでいる御夫
婦が世の中たくさんいる中で子供が生まれている。いか
に自分は、「当たり前のことを当たり前」と思いすぎて、
感謝の心がなかったんだなという事に気付きました。そ
して、この世の中に当たり前のことなんてないというこ
とが、本当に自分の中で腑に落ちました。
その一方で、自分が 自閉症児の親になって気づいたこ
とを知ったことがたくさんありました。それは何かとい
うと、自閉症という障がいはまだまだこの世の中で知ら
れていないとういことでした。したがって、私は将来を
考えたとき、長男のような障がいがある人でも、親なき
後、安心して暮らしていける社会をつくっていくそれが
親としての役割ではないかと思うようになりました。
そういった中で取り組み始めたのが、世界自閉症啓発
デー（4 月 2 日）のイベントでした。
「親として何ができ
るんだろう？」常にそういうことを考えて、私は 4 月 2
日の世界自閉症啓発デーに、自分からこの障がいを知っ
てもらう取り組みをしよう、ということで「みんなちがっ
ていいんじゃない？ ~ あなたの個性は可能性 ~」という
活動をはじめました。この活動は、まだまだはじめたば
かりで社会に対する影響力はまだまだ小さいですが、こ
れから信念もって地道に活動していこうと思っておりま
す。

したがって、その長男の存在を受け入れることができ
ず悩み苦しみました。
「なぜ、自分の元に障がいがある子
が生まれてきたんだろう」
。毎晩こんな言葉を自分に問い
かけ悩み苦しむという日々が続きました。
卓話後に会長と記念撮影
される平野厚雄様

しかし、人との出会い、たくさんとの情報との出会い
から、
「ものの見方は変えられる」ということを学び（事
実は一つ、解釈は無数）
、長男に対する見方を変えるとい
うことに取り組みました（感謝を選択するとい生き方を
してまいりました）
。具体的には、長男に対し毎日「生ま
れてきてくれてありがとう」という言葉がけをすること
をしてきました。最初は全然気持ちも入らず義務的な感

平塚ロータリークラブ 週報 3353 号
地区委員会報告

卓話者ご紹介

平野 厚雄（ひらのあつお）様
・社会保険労務士
・DiSC 認定講師
・（一財）生涯学習開発財団認定プロフェッショナルコーチ
・ラーニングエッジ（株）認定トレーナー

○地区米山委員会 三荒委員長
3/21 開催の地区大会で、例年行われています米山奨学
生たちのお茶のサービスが感染防止をしっかりして提
供致しますので、どうぞ皆さん寄って下さい。

人材教育研修講師・コンサルティング実績２００社以上。
郵便局職員、ファイナンシャルプランナー、柔術・総合
格闘技の選手など様々なキャリアを経て、現在は社会保
険労務士の専門知識とマーケティングの知識をいかし
「社員が育つ組織づくり」の支援を行う。
2016 年から 3 年間、駒澤大学の非常勤講師として約 1,000 名
の学生に対しキャリア教育を担当し、3 年連続「学生が
選ぶベストティーチング賞」を受賞する。
また障がい児の親としての講演・執筆・など幅広い分
野でも活動し、NHK 等の多くのメディアで取材されてい
る。著書に「発達障がいの子ども お金のこと 親が亡く
なった後のこと」があり、自閉症の啓蒙活動「みんなち
がっていいんじゃない？〜あなたの個性は可能性〜」を
主催している。

会長より誕生日祝いを受け取られる柳川信男会員

幹事報告
◎3 月 12 日 ( 土 )10:00 より藤沢商工会館ミナパークにて
会長エレクト研修セミナーが開催されます。
清水雅広会長エレクトが出席されます。
◎RI公認のロータリー囲碁同好会主催の「第19回ロータ
リー全国囲碁大会」が5月14日(土)に東京・市ヶ谷の
日本棋院本院で開催されます。
初心者、ご家族の参加も歓迎だそうです。参加料は
7,000 円です。詳細と参加希望の方は事務局まで 4 月
中にご連絡をお願い致します。
◎3月21日の地区大会は午前の部の新世代交流会はまん延
防止等重点措置が21日まで延長されましたので、中止
となりました。
午後より開催の本会議プログラムは各プログラムが簡
略化されます。また、大懇親会は予定の 90 分を 30 分
に短縮となります。詳細は後日お知らせいたします。

今週のお祝い
誕生日祝い・・・菅沼久志会員、米山範明会員、柳川信男会員
結婚祝い ・・・堀康紀会員、鈴木忠治会員、大島圭吾会員
メークアップ（MUP)

秋山智会員、飯塚和夫会員、中谷啓秀会員、
守屋宣成会員
本日のスマイル

12名

ゲスト

1名

社会保険労務士法人プライド 代表
日本自閉症啓発推進委員会
代表 平野厚雄

当日は健康チェックシートに健康状態欄にチェックを
入れて頂き名前を記入の上、提出お願い致します。
◎来週の例会は21日(月・祝)の地区大会に移動例会とな
りますので、17日(木)は例会場での例会は行われませ
ん。次の通常例会は3月24日(木)になります。
お間違えの無いようお願いいたします。
委員会報告

様

0名

ビジター
卓話・行事予定
3月17日(木)
3月24日(木)

3/21( 月・祝 ) 地区大会へ移動
創立 65 周年記念レジェンド卓話
升水一義会員

市内例会変更

今週の委員会報告はございません。

クラブ会報委員会

4名

平塚北RC
◎ 平井 敬規

○ 関口 幸恵

まん延防止等重点措置期間は休会

菅沼 久志

松本 崇

