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新間 程子 君

「手に手つないで」
「静岡東ロータリーJ

第 2733回例会

《鵬会長挨拶要旨》  「人間の動物学的特殊性」

平成 27年 9月 24日  天候 曇

一般に人間の妊娠期間は「10月 10曰 」即ち 310日 と言わ

れていますが、事実は 40週 280日 です。もう少し正確には

排卵が 2週間後になりますから266日 となります。この妊娠

期間をほかの哺乳類と比較してみますと、大きな 「象Jは
21か月、約 2年近くの妊娠期F.9が あり「キリンJは 15か月
「チンバンジー」の妊娠期間は8か月、「ウサイJは 1か月

小さな fネ ズミJは御存じの通り20日 で生まれます。この

様に出生時の体重は妊娠期間と正比例の関係が一般的に認

められています。人間にも同じような傾向が見られます。

しかし出生後の状態は、人間が哺手L類でありながら他の哺呼L

類とは大変な違いが見られます。何度かテレビなどでご覧に

なつたことがあるかと思いますが、F・や牛などは生れた直後

には起き上がり、母親の手L房 を探す行動が見られますが 人

間はこのような行動はしません。誕生直後には

'返
りも出来

ません。半年過ぎてもやつとハイハイできるかどうかという

段階にすぎません

また動物の分類法に「就巣性Jと 「離巣性」に大男1す る分

類があります。鳥類は殻を破ってからも巣にとどまり、親鳥

から食llを もらい成長を続けたのち、やつと巣立ちを迎える

ため「就巣性動物」と言われます。一方、哺浮L類は馬などの

ように出生直後から動き出すため f離巣性動物」と分類され

ます。人間は哺乳類に属するにもかかわらず、鳥類のように

巣にとどまったままで過ごします。この様に未成熟のまま出

生することを「生理学的早産Jと 表夕する学者もいます。

同じ哺,L類 でありながら、人間はなぜ特異な発達過程を経る

のでしょうか ?こ の原因を「二足歩行Jと 「言語の習得」が

大きな要因と考えている学説もあるようです。この様に人間

が他の哺呼L類 と比べて特異な種であることをあらわす事例

は他にも指摘されています。

しかし種を決定するとされている遺伝子を検査したところ

人間とチンバンジーとの違いは 2%以下に過ぎなかつたと

いう報告もあります。

はたして、我々人間は何者なのでしょうか ?

河野会員の基地建設費用の

話でスター トしました。

建設費用はサンダーパー ドで

4,496億円.マ ジンガーZ格納

庫が 72億円。ガンダムが

2,532 tt円 だそうです。

《 BGM》

《ゲスト》

GORAN MANSSON
「 Brudmarsch

fran Havero」

NPO法人 しずおか障がい者
フライングディスク協会

理事長 大塚康夫氏

《ビジター》 なし

く本日のお祝い》

お誕生日
9月 25日 古橋 岡1俊 君

結婚記念 日

該当者なし

杉山会長の代理 として

卓話をいたします。

昨日に連絡を頂きま して

準備不足で申し訳ありま

せん。私は産婦人科医を

40年 以上努めてまい り

ました。人間の誕生に連

日のようにかかわつてき

まして妊娠 分娩の起点を知るにつれて、人間の動物学的特

殊性に気づく事が多くありました。今 日はこのことについて

お話をしたいと思います。

―



《来費卓雷》

『障がい者フライングディスク競技

～アジアの空へ～』

競技は2種類です.

① ディスタンス (と にかく前に投げれば成立)

ディスクを 3回投げ 最も遠くべ飛んだ距離を計測す

る競技です。

② キュラシー

5m(も しくは 7m)先に設置されたアキュラシーゴー

ル〈輪の中)に 10回 投げて通過した枚数を記録とします.

この競技はパラリンピックの正式競技にはなつていませ

ん。しかし保護者の声をきっかけにアジアの地域べ競技を通

じた国際交流が始まっています。2006年 7月 には韓国済州

島で初の海外大会が開催され マスコミにも取り上げられま

した。日本 (静岡)から 12人 韓国から160人 が選手として参

加し、競技スタッフ及びボランティアとして日本から20人

韓国 30人が参加 しました。このような国際交流は韓国だけ

ではなくその後も台湾、モンゴル、ベ トナム等のアジアで着

実に交流の輪を広げています。

障がい者スポーツは 周囲に勇気や感動を与えると同時に、

障がいのある人自身も変わり成長すると思つています。

最後に 2015年 11月 1日 (日 )に『障がい者フライングディ

スク競技 しずおか大会 (兼アジア地域交流会)』 力
'御

殿場市

で開催されます。一緒に競技で参加するのも競技運営として

参加することも可能です.ご関心のある方は是非ご参加くだ

さ。ヽ.

‖PO法人

しずおか障がい者フラ

イングディスク協会

理事長 大塚康夫氏

私は『 しずおか障がい者フライングディスク協会』理事長

であると同時に 障がい者福祉施設の職員でもあります。そ

の関係で以前から障がい者スポーツに携わつてきました。

その中でも「フライングディスク競技Jは誰もが気軽に楽し

めるスポーツです.

『 しずおか障がい者フライングディスク協会』は 2001年

3月 に任意協会として立ち上げを行いました。その後は競技

人口も増えて 昨年の(2014年 )9月 にNPO法 人を設立し

社会的信用と責任をもつた法人格へと移行しました。

会員構成は 70人 ではとんどの方が学校教員や施設職員

会社員等で構成されています。また協会運営についても会費

及び寄付金、助成金のみで運営されています.専任スタッフ

は存在せず役員はすべて無報酬です。

フライングディスク競技はプラスチックのディスクを飛

ばす競技です。

その歴史は 1968年にアメリカ ケネディ財団が知的障が

い者の国際大会であるスペシャルオリンピックス法人を設

立。その第 1回スペシャルオリンピックスがシカゴで開催の

際に 知的障がい者スポーツにふさわしい正式競技として採

用されました。歴史としてはまだ浅いスポーツです.日 本で

も 1981年に第 1回 日本スペシャルオリンピックス全国大会

が開催されフライングディスク競技が正式競技となりまし

た。

フライングディスク競技はどこでも安全に楽しめすべて

の方が参力1で きる競技です.ディスクの持ち方〈手 足 ロ

など)や投げ方は自由なので、様々な障がい者の方が楽しめ

無理なく運動ができます。また家族や支援者の方々も参加で

きます。

ディスクはスローイングラインから踏み越えないように

投げれば良く、投げ方はパックハンドorフォアハンド(上

からor下から)な ど何でも構いません。

9月 の商況は台風で厳しいですがシル

バーウィークでたくさんのお客様にご

来店いただきました。感謝のスマイル

です.

係の人が「スマイルのあたりで 行往

わないでいいのですか」と例会場の中

で言われたのでスマイルします。心は

極めて落ち着いています

誕生日のお祝いありがとうございまし

た。昨日で 48歳 となりました。ひつし

年の年男。よリー層頑張つていきたい

と思います。

職場見学会をよろしくお願いいたしま

す

10月 15日 の職場見学会へのご参カロ宜し

くお願い致します.

出席簿の印を小山真人さんのところに

誤つて押してしまいました.お詫びに

ブテスマイルをさせていただきます。

《スマイル報告》

小山 真人 君

伊藤 洋一郎 君

相原 雄治 君

長島 秀親 君

山下 勝央 君

小山 宏之 君

《クラノ会報グループからの連絡事項》

クラブ会報グループリーダー 鈴木寿人

会報作成について「卓話原稿が無い場合は写真 画像データ

など工夫して、原稿起こしの作業無しに会報作成作業を効率

化するJこ とを 9月 3日 の理事会にてご承認いただきまし

た。ご理解ご協力よろしくお願い致します。

く会報,成 :田 中載―>

《出席報告》
員 数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率

9/24 52(49) 39 10

9/17 53(5D 41 10

9/10 53(5D 45 6 6 l 98 04%


