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第1297回例会

平成29年３月23日（木）

◉本日の例会プログラム 夜間例会
◎次回例会プログラム

親睦 クラブ協議会
次週 休会

前回（1296回例会）
の記録
平成29年３月16日（木）
■ゲスト
大分県立中津支援学校
進路支援部主任・高等部教諭
岩田氏
■ビジター
なし

◎ロータリーソング

■出席報告
会 員 数 24名
免 除 者 数 ４名
対 象 者 数 20名
本日出席者 13名
欠 席 者 数 ７名
出 席 率 65.00%

それでこそロータリー

■1295回出席報告の修正
1295回欠席者 ７名
メイクアップ
１名
欠 席 者
６名
修正出席率 66.67%→

71.00%

●メイクアップ
若松会員
（E-ワールド大阪）
3/9
●欠席者
佅倉会員、
長野
（修）
会員、長野
（定）
会員、宇都宮会員
矢頭会員、
鎧坂会員

◎会長の時間 会長野会長
年度末でバタバタしており、会長の時間

◎幹事報告 黒瀬幹事
●週報受理 中津中央RC
●幹事報告
・中津RCより4月例会プログラム

のネタを考える暇なく例会の時間となって
しまいました。本来なら５分程度でクラブの活動状況、
ロータリー情報などをスピーチすることが推奨されてい
ます。

・ハイライトよねやま204号
・熊本平成ＲＣより「義援金活用経過報告」
・県内の国際交流団体情報のＨＰ掲載についてお知らせ
・中津中央ＲＣより4月例会プログラム

会長をさせていただいていますが、なかなかロータリー
の情報を拾えてないことを反省しています。黒瀬次年度
会長は会長の時間のスピーチについて、心配無用ではあ
りますでしょうが、そのあたりを踏まえ会長の時間をお
願いします。
また、来週は地区大会、その２週間後には次年度地区
協議会とイベントが多くなってくる時期です。今年度と
次年度と活動が重なってくると思います。今年度も終盤
ですが、もう少しお付き合いください。

◎ニコニコボックス
〔長野会長〕会長の時間のネタを考えずに来たので、ニコ
ニコさせていただきます。それと新入会員の川田君がそ
ろそろ慣れてきたと思いますので、卓話をお願いします。
そして、
来週の夜間例会のあと、
歓迎会でも行いましょう。
〔黒瀬幹事〕八つ当たりという言葉がありますが、語源は
関係のないものにまで、怒りの矛先を向けるとのことで
すが、最近いろいろありまして、まさに八つ当たりをし
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てしまいました。他の方法で怒りのストレスを解消する
のが大事ですね。
〔永松会員〕おとといから風邪で、体調がよくありません。
私も最近、宅配便の配達の事でイライラと怒ることがあ
りました。
〔小野会員〕ニコニコありがとうございました。私も最近
通販で、送料に関してイライラしました。
◎ゲスト卓話
「中津支援学校の就労支援について」
大分県立中津支援学校
進路支援部主任・高等部教諭 岩田氏
本校の概要
所在地
中津市大塚1番地（旧中津商業高等学校）
沿革
平成21年４月１日
宇佐養護学校中津校開校 小学部設置
平成22年４月１日 校名変更
宇佐支援学校中津校 中学部設置
平成23年４月１日 高等部設置
平成25年４月１日
宇佐支援学校より独立、中津支援学校として新設
平成27年４月
高等部職業生活科２年時より職業コース
新設、普通コースと併せたコース制導入
教育目標
児童生徒の自立と社会参ｶﾛをめざし、一人一人の能力
や特性に応じた教育を行うことにより、その可能性を伸
ばし、基本的な生活習慣を身につけ、主体的・創造的生
活を営むことのできる人間を育成する。
児童生徒数
小学部 26名
中学部 22名
高等部 39名

計87名

通学状況
スクールバス2台、路線バス、自家用車、自転車、徒歩
学校行事
運動会、なのみ祭（学習発表会)、宿泊学習、修学旅行、
産業現場等における実習（高等部6月、9 〜 10月、1月）
、
職場体験実習（中学部11月）など
★就職に向けた チャレンジ
〜雇用・現場実習、受け入れのお願い〜
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○作業学習（週9時間）
活動の中心はいろいろ
な作業をすることで、高等
部には5つの作業種目があ
ります。
各作業種目での活動を
通し、働く上で大切な ①
強い気持ちと態度（速さや
正確さ、粘り強さなど）②
協力する、助け合う態度③
働く喜び（成就感や自己肯
定感など）の3つを学習し
て い ま す。
【 窯 業、 農 業、
リサイクル、軽作業、木工、
メンテナンス】
○チャレンジDAY実習
職 業 コ ー ス の2・3年 生
は、現場実習とは別に、い
ろいろな職業を数多く体
験できるように、毎週木曜
日にチャレンジDAY実習をしています。
《産業現場等における実習》
学校で学んだことの力試しや就職を決める場として、
事業所の皆さまにご協力を頂き、実際の職場で実習させ
ていただいています。
【製造業、介護、運送業、食品加工、
リサイクル業、事務、建設業、メンテナンス】
子どもたちのニーズや実態、進路希望に合った実習を
行うため、現在、約70の事業所より、実習受け入れのご
協力をいただいています。
本校の職業教育にご理解を賜り実習・就労にご理解ご
協力いただきますようよろしくお願いいたします。詳細
につきましては、いつでも本校進路支援部までご連絡く
ださい。
ハローワークを通して採用すれば給付金等の各種助成
制度が利用できる場合があります。
ハローワーク中津 TEL 0979-24-8609
採用や職場定着、トラブル解決の相談をする窓口があ
ります。
（無料）
社会福祉法人 大分県社会福祉事業団
障がい者就業・生活支援センター
サポートネットすまいる TEL 0978-32-1154
大分県立中津支援学校
〒871-0008 大分県中津市大塚1番地
TEL 0979-22-0550 FAX 0979-22-0344
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