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２０１３年６月１２日　第２１０６回例会　VOL. ４４　No. ４５

■司　　会　ＳＡＡ  田川　富男

■開会点鐘　会　長　山崎　良三

■斉　　唱　奉仕の理想

　　　ＳＬ　佐藤　真吾

■出席報告

　 
■本日の欠席者
内田、倉本、斎藤

■他クラブ出席者
青木 (地区 )

■会長報告
　いよいよ梅雨らしい天気になりましたが、

そんな中で昨日は第 41 回目の旭 RC のゴルフ

コンペが幸運にも雨に降られずに終わる事が

できました。安藤さんにはお世話になりまし

て有難うございました。

　交換学生に関する資料ができましたので、

ご覧下さい。次年度交換学生の受け入れホス

トファミリーについて理事会にて協議した結

果、当クラブからは現時点でどなたも居られ

ないので瀬谷 RC の応援をお願いする事にも成

りました。又田中ガバナー補佐にも保護者会

の応援をお願い出来ないか相談しました。い

ずれにしても応急処置にすぎないので引き続

き検討して行く事になります。

　次に高梨会員の突然の退会の申し出でが有

り急遽理事会にこの問題を取り上げ協議いた

しました。ご存知の様に高梨さんは当クラブ

のチャーターメンバーでも有り看板でも有り

ます。そこで退会には一応の合意はするもの

の名誉会員として残って頂きたいとの多くの

意見が出て、今日安藤次年度会長と五十嵐さ

んに御一緒頂き名誉会員として今後もお願い

したい旨を伝えて参りました。

　高梨さんは例会にもあまり出席出来ない事

も気にかけて居られました。当クラブとして

今後の繋がりが続く様に考え、名誉会員とし

て活動を頂く様にお願いしました。一応の了

承を頂きました。この事を会員の皆様にご理

解を頂きたいと思います。

■幹事報告
１）例会臨時変更のお知らせ

○横浜緑ロータリークラブ

日時　７月 19 日→ 20 日期末懇親会

　　　点鐘　午後６時 30 分

場所　熱海後楽園ホテルタワー館　

２）例会日時変更のお知らせ

○横浜鶴峰ロータリークラブ

　次年度例会時間変更

　例会時間

　　→１．３．５週　12 時 30 分～ 13 時 30 分

　　→２．４週　　 18 時～ 19 時 ( 夜間例会 )

本日の出席率      89.66％

本日の出席数     26 名会 　 員 　 数  　34 名

修正出席率   　100％

「奉仕を通じて平和を」
2012-13年度 RI会長／田 中 作 次　　RI.D2590ガバナー／露 木 雄 二　　横浜旭RC会長／山 崎 良 三
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　問合せ

　横浜鶴峰事務局

　FAX   045-444-8784

　mail  kakuho@abeam.ocn.ne.jp

○大和ロータリークラブ

　2013 年７月より、

　例会日は火曜日となります。

■第 15 回理事会議事録
日時　６月５日

場所　クラブ事務所

出席者 (敬称略 )

山崎、安藤公一、後藤、福村、漆原、新川、内田、

青木、

欠席者

斎藤、漆原、倉本、今野

○審議事項

１）吉原会員の出席免除申請の件

　　承認されました。

　　年齢 82 歳ロータリー歴 11 年

２）高梨会員の名誉会員扱いについて

　　承認されました。

　　ただし、ご本人の意向を尊重し

　　定款に準じた対応といたします。

３）岩沼ロータリークラブ訪問、観光バス代

　　について

　　被災地交通費謝礼としてクラブより５万

　　円支出。

４）ロータリー交換留学生について

　受入高校　　　　　横浜隼人高校

　カウンセラー　　　後藤会員

　ホストファミリー　募集中！！

■雑誌委員会          　　　　 吉原　則光

今年度最後の「友」６月号を１週繰り上げて

お届けします。今月はロータリーの親睦活動

月刊で２つの特集が組まれています。

○横組み　

P15 ～ P16

・ロータリー親睦活動　

　外国の RC との親睦事例

・地域社会とともに (奉仕活動 )

　国内の RC のユニークな活動

P33

・ロータリーの情報はどこから？

　一読が望まれる内容です。

○縦組み

P２～ P６

・SPEECH　

　ちょっとハードな記事ですが読みごたえが

　あります

P12

・中段に目を向けてみてください。

　宮城岩沼 RC 松尾光高さんの短歌と選者の解

　説があります。

　　支援受けて　空港ロビーに　温かき　

　　絆のバナー　咲き揃いたり

・下段に私の句がのりました。

　「卓話」の語は普通辞書にないロータリーの

　専門用語のようです。

　最後に「ロータリーモメント」P21 と「こ

の人、この仕事」P9 の二つが今回で終わりと

なります。

　ロータリーの友のご愛読有り難うございま

した。

■次年度幹事報告　　　　　　　 福村　　正

　本日午後６時 30 分より次年度クラブ協議会

を開催いたします。担当会員はご出席の程、

よろしくお願いします。

■インターアクト委員会　　　　 青木　邦弘

　インターアクト役員研修会が６月８日捜真

女学院で開催されました。

　地区インターアクトの活動計画に続き、イ

ンターアクトクラブの活動計画が発表されま

した。

　横浜商科大学付属高校の次年度顧問は田端

先生です。田端先生は軽音楽部の顧問をされ

ており、活動、支援に協力的な方です。

計画

校内奉仕活動

・放課後校内清掃活動

・校外周辺清掃＆挨拶活動

・文化祭でのバザー

・青少年赤十字募金活動の手伝い

・社会福祉協議会からのボランティア募集へ

　の協力
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す。優勝を狙ったのですが残念でした。安藤

達雄さん、ご苦労様でした。②市川さん卓話

楽し味にしています。

安藤　達雄／綿貫さん、本日の卓話楽しみで

す。よろしくお願いします。

漆原恵利子／昨日は久しぶりに旭ゴルフコン

ペに参加しました。楽しいラウンドでした。

安藤さんお世話になりました。

綿貫　守一／箱根のゴルフ、大変楽しくプレー

出来ました。お疲れ様でした。

松本　英二／本日は仕事の為、早退致します。

佐藤　真吾／①市川さん、卓話楽しみです。

②昨日の旭 RC ゴルフコンペにご参加の皆様お

疲れ様でした。安藤達雄さん、幹事有り難う

ございました。

兵藤　哲夫／①あべのミクスの乱高下。どう

なることやら。頑張れ阿倍総理。②市川さん

卓話楽しみです。

■卓話　「幼児教育の必要性」　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　市川　慎二

１）幼児教育において、昔から当たり前のよ

うに言われている「三つ子の魂百までも」

昔は、各家庭でも幼児教育が行われ大切にさ

れていた。

２）現在、小学校就学前の子どもは、ほぼ

100％幼稚園か保育園等に入園している。

その主な理由は？

①早く集団での生活を身に付けさせたい。

②幼稚園に行きたがっているから。

③体を動かしたり、外遊びが大好きだから。

社会奉仕活動

・社会福祉協議会からのボランティア募集へ

　の協力

・福祉施設・養護学校におけるボランティア

　活動への参加

・東日本大震災ボランティア、チャリティ活

　動の参加

・ペットボトルのキャップ回収

国際理解

　海外研修への参加

親睦活動

　第 2590 地区インターアクトクラブの活動に

　参加

■ニコニコ BOX( 会員敬称略 )

山崎　良三／若手の市川さん、本日の卓話頑

張って下さい。

青木　邦弘／①市川さん卓話楽しみです。②

友誌の柳壇、吉原さんに拍手です。③昨日の

コンペ、メンバーにめぐまれ準優勝しました。

市川　慎二／初めて職業卓話をさせて頂きま

す。拙い内容ではありますが、宜しくお願い

致します。

矢田　昭一／市川さん、はじめての卓話、ご

苦労様。

田川　富男／市川さんの職業卓話、お願いし

ます。

安藤　達雄／①市川さん、本日の卓話ごくろ

うさまです。よろしくお願いします。

安藤　公一／①昨日の旭 RC ゴルフコンペで優

勝させて頂きました。参加された皆様に感謝

申し上げます。②市川さんの卓話宜しくお願

い申し上げます。

太田　勝典／市川さん、卓話楽しみです。

福村　　正／市川さん、卓話楽しみです。勉

強させていただきます。

大谷　蓉子／市川さんの卓話楽しみです。東

北行きは介護よろしくお願いします。

吉原　則光／① 15,16 日の東北行き岩沼 RC の

例会出席、所用で出席できず申し訳ございま

せん。お元気で交流を深めてください。②市

川さん、卓話楽しみです。よろしくお願いし

ます。

後藤　英則／①昨日のコンペ、楽しかったで
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④障害がある。もしくは、障害なのではと心

　配しているので幼稚園に相談したい。

⑤もう少し、我が子と一緒に居られる時間を

　作りたいので、もう一年は子どもといたい。

　また、トイレや着替え、片付けといった習

　慣生活は親が教えたい。（２年保育を選択）

⑥そう聞かれてみると、なんとなく、みんな

　が入れているから。

⑦家で子どもと一緒に何をしていればよいの

　か分からない。

⑧子どもにイライラする。子どもと一緒の時

　間を減らしたい。

⑨自分の時間がほしい。自分が遊びたい。

⑩ずっとテレビや DVD を見て過ごしているか

　ら。

⑪公園などの遊び場に行っても、同じ年の子

　がほとんどいないので入れる。

⑫仕事に復帰したい、または、経済的にも仕

　事をこれからしたい。

　現在では、核家族、共働きの家庭が増え、

子育ての環境が大きく変わり、昔のように子

どもを育てる事が、母親の喜びや誇りではな

くなり、子育てから解放されたい母親や、ス

トレスを減らしたいと感じている方が多い。

３）幼稚園では、家庭では出来ない、同年齢

や異学年での集団生活や遊びを通して、人間

関係を育て、様々な経験から興味や躾を学び、

社会性や自主性を身につけていく人間形成の

基礎を培う教育の場。

４）アメリカのノーベル賞生物学者が行った

実験で、臨界期という言葉が注目。

５）神聖ローマ帝国皇帝の恐怖実験。

生まれてきた赤ん坊に、一切の言葉を聞かせ

なかったら何語を喋る？

６）母親からの愛情と安心が、子どもの情緒

安定に繋がる。

７）幼稚園と保育園

※幼稚園の管轄は文部科学省、学校教育法に

　基づいての目的と対象者として

　「幼児を保育し、適当な環境を与えてその心

　身の発達を助長すること」

　「満３歳から小学校就学の始期に達するまで

　の幼児」を教育する。

※保育園の管轄は厚生労働省、保育園は児童

　福祉法に基づいての目的と対象者として

　「日々保護者の委託を受けて、保育に欠ける

　その乳児又は幼児を保育すること」

　「保育に欠ける、乳児１歳未満・幼児１歳か

　ら小学校就学の始期まで」を保育する。

８）

　平成 27 年を目安に幼稚園と保育園を全てこ

ども園へ移行し、待機児童減少へ。

　こども園が実現すると、民間企業の保育ビ

ジネス参入が増え、保育自体の質低下、少子

化により園競争が激化していく。

９）人間も建物も基礎が大切。

　記録にあるだけでも、40 回以上の大地震が

ありましたが、塔は倒れることはなかったん

です。

　五重塔は相輪頂上まで 32 メートルほど、総

重量は 120 万キロもあるんですよ。これが

1300 年も沈む事なく建っていたのは、がっし

りとした基礎づくりがあったんです。

　どうしたのかと言いますと、塔の下にある

地面に、そのまま基壇を盛り上げるのではな

くて地面を、地山といいまして、固いしっか

りとした層まで掘り下げるのです。

　これは、強く、しっかりとした粘土の層で、

地表から五尺（約 1・5メートル）ほど下です。

ここまで掘り下げて、固い地山の上に良質の

粘土を一寸（約３センチ）ぐらいつき固め、

その上に砂をおいて、つき固めというのを繰

り返して、地上から五尺上まで基壇を作りあ

げてあるんです。塔や堂は、こうしたしっか

りした土台の上に建っとるんです。

　五重塔はどんな風がきても地震がきても、

ゆうらゆうら揺れるけど大丈夫、絶対倒れま

せん。

　それは基礎がしっかりしているからです。

　　　　　　　宮大工　西岡常一さんの本

　　　　　　　「木に学べ」より抜粋

■次週の卓話　　　
　        最終例会　
                   午後６時点鐘      　　　　　　　

　　　 　　　　     週報担当　大谷　蓉子 


