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て上lulったということです。

総人口は、 12.7()0ﾉj人ですから、 6人に1人が65才

以上ということになります。年金受給対･象ｲ|晶齢の60

才以I:となると、相¥1な数に上ることでしょう。ま

さに少-j雀高齢化時代です。

広'聯苑で「老人」という言轆を兇てみますと「イド

とった人」 「年寄り.|の説明だけで、当然のことなが

ら、年齢の提示はありません。

人生5()年と高われた時代とあわせるには8,MI'けで

児るのが適叫と言う人がいます。

雌かに今の若い人たちを見ると、 「Iと|分たちが2()才の

ころは、もっとしっかりしていた」「もっと大人だった」

などと考えて、なんとも腹立たしい気持ちになります。

そこで20才の蕃者を見たら16才、 3()才は24才といっ

た具合に8掛けで兇i尚せぱ、幾分は納得できるので

はありませんか。

又、 50才ならﾉ10才、 60才は'18才、 まさに人ﾉkのl 'l

熟期と高えるでしょう。が命の延長に合わせ、心身

の発育、成長速度も変わってきたのかもしれません‘，

60才定ｺ|接、待遇変更はするものの、そのまま雁川

延長する会社も増えてきております。災い間に身に

|､l･いた職業技術、能ﾉ]を活用しないのは、いかにも

僻しいことと考えるからでしょう。今のII*代、他ﾙlf

でさえあれば60, 70は「老人」ではありません。

年金支給の開始年齢、方法などの改訂も考えられ

ているようですが、当然のことと思います。苫営を

1胃'.やかしてはいけませんが、いわゆる「姪人」と局

われる人たちも、必要以上に-i1.えてはいけないと.砦

えます．

できるだけ器々しい心身であるように心掛け、い

つまでも現役で頑張りたいと思うこのごろです。

f'…………鐸， きょうの例会…砿ツー……領
;第914回平成13年8月28日（火） ￥

壗響.肇鋸……………………………………』

友愛の日へ

矛…………鐸，先週の記録“…………煮
;第913回平成13年8月21日（火） 雨；
嵯震‘,侭跨‘,‘,ﾐﾂ琴忘学‘,ﾐﾂ麓‘,歸詳,‘侭ｼ‘型,一彦｡､蜀酔‘両鯵‘j-坐､鳶ｼ製『預粥農‘,雨膠辿,‘,愚ｼ:1,雨塑‘聯:ｼ盛

團"我等の生業”

囹出席報告

公負 70(6/l)箔 川 lﾙリ イ12名

llll,'i'i* 65.63%

前々l'11 7 1128 1 (修11i,'l洲伸) 98.41%

囹ビジター紹介 l名

囹ゲスト紹介

桜花学|噛崎等'予校IACIIMIIﾊ｝ 和I合保禺先生

1.AC. 鈴木忠里さん、 〃ll膝久)2j&さん

『'i川純加さん、燈歴好美さん

11'川なぎささん、竹lf l'(火さん

大場知||肌さん、大脇あゆ未さん

’'1村希順さん
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｜佐久間幹事報告’

1 ．次1回|例会終了後、理聯役興食を|ﾙl雌致しますの

で、理~ij;、役員の方はお残り~Fさい

2．会員小1.1.噸より'li務ﾙｳへ莱敵な絵をお持ち順

きました。

可

’笹野会長挨拶

雄近－－､l-涼しいと感じていたところ、 lli; l lから人

型台風が桜近との'|Iです＃

地球淵|暖化が何かと取り沙汰されているこの噸だ

けに、台風の行方を心I1mしている次節です‘，

ところで、先)|水の総勝禰発投によりますと、わ

が'上lの65才以|皇のI矧陥肖人l lは総人1 1の17.5%にあた

る2200万人余で15才．｣ﾐill'liのｲ|皇少人1 1 1 ､850〃人を"jめ

／ 、

囹鋪131nl 、地区インターアク|､クラブ協議会の

．・ホスI､クラブとして委堀状が会長より披

露されました。
、
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1 .A.C.吉川純加さん挨拶 1 .A.C.顧問河合先生より手話講座

今日は4月からの活動報告をさせて頂きます。まず、

新入生を歓誌する為、チラシを配ったり手紙コーラス

をしました。こうして入部したlイ'2生を交えて、 3

年生・ 2年′kとの親睦をより深める為に新歓合宿を

しました。その後、栄で“あしなが学生募金”活動

を行い、 5月は昭和区の障害満福祉施設の「わだち

祭り」に参加。 6月は校|Ⅱlに立ち、古切手．使川済

テレカ・グリーンマーク・ベルマーク･ il;き欄じハ

ガキの回収を行いましたが、皆様にも以上のものが

お手兀にありましたら、桜花学隙|事務局かIACまで

ご協力をお願い致します。 6月は一般の生徒も参加

して点字をしました。 711は吹上授産所でボランテ

ィアをし、皆さんと楽しく話が出来、いい体験でした。

他には、学校に中学3年のﾉ'三徒を招き、卓イスに乗っ

てもらったり、 手話を披露したり、 IACの活動を蝿

解いただいたと思います。夏休みの今は各自がボラ

ンティア活動をしています。その他の活動としては、

月2～3回手話の先生とr話通訳の人を呼んで教え

てもらっています。今から“赤い靴，、 と“いつでも

夢を”をハンドベルで演奏します。皆さんもベルに

合わせて歌って下さい。
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まず初めに、耳の不同l l1な〃を以前から秘ll1lli背と

いう嵩い方をしますが、 』1.が恥こえないから1活せな

いというリドはありません。般近はﾉ幣別川諾につなが

るとして“聾尚”とIIVびます。秘の方はLl.が不ﾄl 11 1

なので、 .. i¥"で衣わさず、炎'li'i ･身振り・下振りで

物fifを|（えます。これがr話です。情さんもri活は

沢山使っています“例えば海外で門.雌が述じないと

身振り ･f振りでなんとかILI分の考えを｜;IIfに伝え

ようとします。 ′炎は、それが手話のj1L水になってい

ます。手話は慨で物!liの‐番の特腿をとらえて表

わし、そして物の形を使って“ゆっくり” “激しく”

する'lFで怠味を変えていきます。 |#llえば今l lのよう

に“激しいI:ij.'は、 “激しい，， という-FI活もあります

が、 "I:ij"を激しく表現することでも伝える蕊が川来

ます。又、 “私'， “僕” ‘‘俺”弊、 l,ilじ意味でも色々な

固い方があるようにFi蒲もl'ilじ･『；雌でありながら

色々な身振りをします『ですからいくら木で下話を

勉強しても通じません水には1つの方法しか城っ

ていないからです。手話はllt界共通ではなく地域に

よって様々です。部'liでもl 'ilによっても違いますが、

基本的には物の形をとらえて了I活は作られているの

で、例えば外I I;1とl l本の態背は初めは予諦が通じなく

ても、形の特徴をつかみ、お互いに述う-fI謡で話をし

ています‘それではいくつか手紙をご紹介いたします

※「11'|手」 「数の表し方」 「名前」 「IL()VEY()U」な

どを先ﾉkにご指導いただき、又、 下振りで何を炎わ

しているかクイズ形式で進められました
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昭和区福祉まつりで手話サークルの人とジョイン

トで演奏の為、練習中とのことです。
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タ大谷和雄 佐久間良治 三好 親．水谷 祥督，
； 平成13年度全凶高等学校総合体 少し良い事がありました』 成田 良治．西川 豊長；
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唾次回例会（9月4日）

講演‘‘運命を切り柿く企業家精神 全国起業家集団I I本クラブ会長 篠111恵作氏（紹介I11,1奴さん）
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