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■司　　会　ＳＡＡ　後藤　英則

■開会点鐘　会　長　安藤　公一

■斉　　唱　手に手つないで　　　
　　　ＳＬ　田川　富男

■出席報告

　 
■本日の欠席者
内田、二宮

■他クラブ出席者
二宮（横浜瀬谷 RC）、松本 ( 横浜鶴峰 RC)

■皆出席者表彰
内田　　敏会員　　　８年

■会長報告
　５月も半ばを迎え気温 25 度の暑さには徐々

に身体が慣れてきたせいか今日の気温は涼し

さというよりも肌寒さを感じるような気がし

ます。これからも過ごしやすい陽気となりま

す。積極的に外に出て来るべき蒸し暑い夏に

向けて身体を作っていかれてはいかがでしょ

うか？皆様これからの初夏の季節を元気にお

過ごし頂きたいと思います。

　ロータリージャパン事務局より皆様のお手

元にお配りした「ロータリーの行動規範」の

連絡が入りました。従来「ロータリアンの職

業宣言」と呼んでいたものの名称を変更した

本日の出席率　93.10％

本日の出席数    27 名会  員  数 　 　  33 名

修正出席率   　100％
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というお知らせです。その背景は一緒にお配

りした「2011 年９月理事会会合の抄録」２ペー

ジ目中段に記載されています。*4 ページ参照

　第 20 回サッカーワールドカップブラジル大

会は６月 12 日より始まり、約１ヶ月、日本代

表は日本時間15日㈰10時からコートジボワー

ル、20 日㈮ 7 時ギリシャ、25 日㈬朝５時コロ

ンビアと対戦します。いずれの試合も勝ち点

を上げ何とか決勝トーナメントに進んで貰い

たいと思っています。

　サッカー女子は来年のワールドカップ出場

を決めて、アジアカップ準決勝を 22 日㈭午後

７時より中国と戦います。ワールドカップチャ

ンピオンとして初のアジアカップの優勝を勝

ち取って貰いたいと思います。

　スポーツといえば、さよなら国立競技場ファ

イナルイベントが５月 31 日㈯に開催されま

す。午前中 2,000 人参加のランニング、午後

４時よりサッカーのレジェンドマッチ、私世

代の方々です。その後午後６時からラグビー

早明戦レジェントマッチ、50 代、40 代、30

代の有名選手達の OB 戦、７時半より歌手、谷

村新司、森山良子、盲目のピアニスト辻井伸

行の演奏が行われる予定で、その中の早明 OB

戦 50 代の部への控え選手としての出場が決ま

りました。国立の芝を一瞬でしょうが味わっ

てきたいと思っています。
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　鶴峰 RC、岩沼 RC と合同の米山記念館訪問

旅行があと 10 日程に迫ってまいりました。こ

の機会に両クラブの皆様とも大いに友好を深

めてきたいと思っております。

　本日は、市川さんのモンスターペアレント

の卓話です。楽しみです。宜しくお願いします。

○地区関係

１）5/17 の地区インターアクト研修会参加、

青木さんお疲れ様でした。

２）6/11 ㈬の例会に本年度ガバナー補佐の瀬

谷 RC 小澤様、次年度ガバナー補佐の新横浜

RC の杉本様がご来訪される予定です。

３）6/29 ㈯に青少年交換留学生の終了式がナ

ビオス横浜で予定されています。

○クラブ関係

１）次期の計画書の提出は 5/31 です。次期の

委員長の方お忘れなき様お願いします。

２）6/25 の今期最終例会は夜間例会です。

■幹事報告
１）例会場変更のお知らせ

○川崎北ロータリークラブ例会場変更

7/2 より新例会場

クイーン・アリス　ガーデンテラス日吉

〒 223-8526　横浜市港北区日吉 4－ 1－ 1

慶応義塾 (日吉 )協生館２F

☎ 045-566-2322　Fax  045-565-1821

* 東急東横線日吉駅、横浜市営地下鉄日吉駅

徒歩 1 分、日吉駅から綱島街道を渡右手すぐ

正面「協生館」2F　　　ビジター費 3,000 円

■第 1 回クラブ協議会開催の報告 漆原恵利子

日時　４月 30 日午後１時 30 分

内容　

１）日程確認

・各委員会活動計画書提出期限

　5/31 ㈯迄　　幹事宛

・第２回クラブ協議会

　6/18 ㈬　午後 1時 30 分　クラブ事務所

・第３回クラブ協議会

　7/23 ㈬　例会時、ガバナー補佐訪問

・ガバナー公式訪問　

　8/6 ㈬　例会時

・第４回クラブ協議会

　1/14 ㈬　午後 1時 30 分　例会場

・第５回クラブ協議会

　4/8 ㈬　例会時

２）2014-15 年度ロータリー方針

・RI・2590 地区・横浜旭 RC

３）組織表・プログラム・収支予算

４）地区研修・協議会報告

５）各委員会の活動計画の方針

６）意見交換

　毎月第１水曜日午後８時から「ゆうや」

  で会合をもつ予定

■国際奉仕委員会　　　　　　　  田川　富男

　昨年、会員の皆様から南アフリカ学習支援

としてお預かりさせて頂いた寄付金の感謝の

手紙が南アフリカの子どもたちから送られて

きました。

　今回４人の子どもに対し支援致しました。

そして将来この子どもたちが大人になった時

には勉学のおかげで素晴らしい人生が待って

いると思います。又、南アフリカにとっても

大きな財産になり、日本との関係にも良い事

になります。今後も新横浜 RC と通じて南アフ

リカ学習支援プロジェクトに参加するのも良

いと考えます。

■インターアクト委員会　　　　  青木　邦弘

　2013-14 年度国際ロータリー 2590 地区イン

ターアクト役員研修会が 5/17 ㈯午後 3 時～ 5

時横浜富士見学園中等教育学校で開催されま

した。

　横浜商科高校からは河野先生と代表生徒２

人が参加、次年度の計画発表がありました。

■雑誌委員会　　　　                       岡田　清七

　5 月号ロータリーの友誌の感想を報告しま

す。私の読み方はロータリーの友５月号を開

き、横書き 44 頁までの見出しを開き、まず３

頁のRI会長メッセージ(ポリオ撲滅、そのゴー

ルのために )、７頁より特集、わたしたちの

活動 10 頁の第３回子供囲碁教室・堺北ロータ

リークラブの記事など。　いかに子供達にロー



■卓話　「モンスターペアレント」　　

　　　　　　　　　　　　　　　市川　慎二

　向山洋一氏が 2007 年 8 月号「教室ツーウェ

イ」（教師向け雑誌）の中でモンスターペアレ

ントと命名。

　「不当、不可解な要求を次々に担任、校長、

学校につきつけている」

　こうした保護者は「クレーマー」と称され

ていたが、私は「モンスターペアレント」と

呼ぶ。兆時間怒鳴り散らし、昼夜構わず電話

をかけるモンスターによって、学校は壊れつ

つある。

モンスター　monster

　怪物　巨大　圧倒的な存在感や影響力を

　もつ人や物

ペアレント　parent

　親ユースホステルの管理責任者

モンスターペアレント

　無理難題を学校等に突きつけ、繰り返す親

モンスターペアレンツ

　無理難題を学校等に突きつけ、繰り返す

　両親、複数集まった保護者

・一般的には、学校や幼稚園といった教育機関、

　教育委員会、自治体に理不尽な要求をして

　くる保護者を意味する和製英語

・様々な要求があっても、それが常識の範囲

　内であり、しかるべき理由を明示していれ

　ばモンスターペアレントとは呼称されない。

・どうして、教育機関や先生はモンスターペ

　アレントに狙われるのか

・実際に無理難題、理不尽な要求とは

・要求の中心にあるものは

「自由・平等・第一主義・自主性」

＊責任感のない自由

＊結果としての平等

＊我が子さえ良ければの第一主義
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タリーを理解してもらうか、子供達との出会

いを作る場が大切だと感じられる記事が多く

載っていました。

　36 頁には会員増強に関する記事、懸命な取

り組み、専門分析、増強について。42 頁には

増強の課題点と事例が記載され専門分析など

旭 RC としても参考になるのでは。

　縦書きの頁ではいつも読ませていただいて

いるのが、ロータリーアットワーク。当クラ

ブでもヒントある記事なのでは。

　毎回、吉原会員の俳壇ですが、残念ながら

今回はありませんでした。

　安藤委員長によく読む時間を与えていただ

いたこと、又、感想を述べる機会を与えてい

ただいたことに感謝します。

■ニコニコ box( 会員敬称略 )

安藤　公一／①市川さん、卓話宜しくおねが

いします。② 5/31 ㈯のさよなら国立競技場

ファイナルイベント、早明ラグビー 50 代の部

に参加する事になりました。

市川　慎二／本日、卓話させて頂きます。つ

たない内容ですが宜しくお願いします。

安藤　達雄／市川さん、本日の卓話楽しみで

す。よろしくお願いします。

五十嵐　正／岡田さん、新店のガブリエルの

食事御馳走様でした。ステーキカレー美味し

く完食、デザートのりんごコンポートもボ

リューム満点で満腹！楽しいランチタイム有

難うございました。(妻より )

斎藤　善孝／市川さん、本日の卓話楽しみで

す。

吉原　則光／市川さん本日の卓話大変興味深

い内容のようで楽しみに期待しております。

北澤　正浩／市川さん、卓話楽しみです。よ

ろしくお願い致します。

田川　富男／市川さん、卓話よろしくお願い

します。

後藤　英則／市川さん、本日の卓話、楽し味

です。

矢田　昭一／市川さん、卓話頑張って下さい。

佐藤　真吾／青木さん、先週の地区インター

アクト役員研修会では大変お世話になりまし

た。②市川さん、本日の卓話楽しみです。

増田嘉一郎／市川さん、卓話を楽しみにして

います。
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＊社会では通用しない自主性 

・幼児的万能感から卒業していない大人

　自分の要求が阻害されると、人のせいにし

　たり、キレやすく自己中心的な行動になり

　やすい

・最近の傾向として、早期の教育に力を入れ

　ることで、子どもが苦労なく大成できると

　考えている親が多い

・保護者との付き合い方や、クレームからの

　学級運営に悩み、睡眠不足、鬱、病気を理

　由に休職、退職していく教員が急増

保護者のタイプ

【溺愛型】

　我が子に嫌われたくないといった理由から、

躾は甘く、いつも優しく接し、欲しがる物は

何でも買い与えるなど、子どもに言われるが

まま、親が要求に従う。

【放任型】

　子どもの面倒を見るのが苦痛に感じたり、

面倒くさいといった理由から躾もせず親子の

コミュニケーションもない。

　子どもより、携帯電話やゲーム、趣味など

に夢中になり、酷い場合は、洗濯、風呂、食

事などの世話をせずにネグレクト(育児放棄)

と呼ばれる。

【支配型】

　子どもを自分の思い通りに育てたいといっ

た願望が強く、親の枠組みに押し付ける指示

口調が多く、非常に厳しい躾や、習い事の多

さが目立つ。

【不平不満型】

　家庭の問題や、子育ての不満など、自分の

ストレスのはけ口として幼稚園や先生にク

レームをつけてくる

【バランス型】

・普段から、優しく温かく接し、褒めること

　が上手。

・必要時応じて、手を出し過ぎずに見守るこ

　とができる。

・間違った言動に対しては子どもの話や意見

　を良く聞きながらどうしていけないのかを

　分り易く伝えられる。

・叱り方は厳しいが、叱る時間は短い。

　　　　　　　　　　　

○ロータリーの行動規範　
ロータリアンとして、私は以下のように行動

する。

１）個人として、また事業において高潔さと

高い倫理基準をもって行動する。

２）取引のすべてにおいて公正に努め、相手

とその職業に対して尊重の念をもって接する

３）自分の職業スキルを生かして、若い人々

を導き、特別なニーズを抱える人々を助け、

地域社会や世界中の人々の生活の質を高める。

４）ロータリーやほかのロータリアンの評判

を落とすような言動は避ける。

５）事業や職業における特典を、ほかのロー

タリアンに求めない。

「プログラム、コミュニケーション、表彰に関
する決定」
　2011 年 8/10 現在、ロータリーの 2 億ドル

のチャレンジ達成に向けて、1億8,819万4,000

米ドルが集まっています。理事会は多地区合

同の活動やプロジェクトを正式にグループと

して認めることを止めました。このような活

動およびプロジェクトへの参加団体に関する

方針・指針に変更はありませんが、多地区合

同組織として RI から正式に認証されることは

ありません。

　現在、地域のリーダー、定年退職者、一時

的に事業または専門職から退いている方々が

クラブに所属していることを考慮し、理事会

は ｢ロータリアンの職業宣言 ｣を「ロータリー

の行動規範」に変更しました。また理事会は

ロータリーの綱領と、企業の社会的責任 (CSR)

とを関連付けるために、以下の声明を採択し

ました。

　「ロータリーは創設当初より、事業と専門職

における高潔性を土台とする理念を築いてき

た。ロータリークラブおよび個々のロータリ

アンは職業奉仕に献身し、すべての取引にお

いて高い倫理基準を守るよう尽力する。これ

らのことは、ロータリーの綱領、中核的価値

観（奉仕、親睦、多様性、高潔性、リーダーシッ

プ）、四つのテスト及びロータリーの行動規範

に要約され、世界各地で活動するロータリー

クラブおよびロータリアンによって実行され

るものである。」

　　　　　　        

　　　　　　　　　　週報担当　吉原　則光

■次週の卓話 (6/4)  　　吉原　則光会員　


