
２０１６年６月８日 第２２４６回例会　VOL. ４７　No. ４４

■司　　会　副 SAA　齋藤　善孝

■開会点鐘　会　長　新川　　尚

■斉　　唱　我等の生業　
　　　ＳＬ　秋内　　繁　

■出席報告

■本日の欠席者　
本山、二宮（麻）

■他クラブ出席者
本山（横浜瀬谷 RC）

■ビジター
森本　潔様（横浜瀬谷 RC）

■会長報告
　皆様こんにちは、日曜日から関東地方は梅

雨入りした模様です。じめじめした気候にな

りましたが、体調にはお気を付けいただきた

いと思います。今年度も今日を入れて残り４

回となりました。世間は梅雨ですが、私の心

は晴れ間が見えて来ています。先週は新旧合

同の理事会が開かれ、今年度最後の大きな決

定をしました。後ほど報告があると思います

が、例会場の移転を決めさせて頂きました。

具体的な手順、段取りは次年度の理事会にお

任せすることになりましたが、今年度開始前

からの懸案事項でありましたクラブの財政再

建に目処がついた形で、安堵しています。青

木エレクト、宜しくお願いします。
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　また、重ねてのお願いになりますが、今年

度の活動報告書の準備をお願いします。

　当クラブ推薦のＲ財団地区奨学生の朝倉さ

んが８月に帰国されると連絡が入りました。

帰国報告に来会されますので、楽しみにした

いと思います。また、ウィーンでの留学生活

をご自身のウェブサイトで公開していますの

で、是非ご覧になってください。

URL http://harunaasakura.strikingly.com/

○地区関係

ロータリー財団資金推進へのご協力のお願い

　各クラブからロータリー財団へ送金頂きま

した年次基金寄付は、その 50％が３年後、第

2590 地区の地区財団活動資金（DDF）として

還元され、地区補助金、グローバル補助金と

して各クラブ企画の社会奉仕・国際奉仕プロ

ジェクト、人道奉仕プロジェクト、奨学金プ

ログラムに配分されます。

　また、ポリオ撲滅活動、ロータリー平和セ

ンタープログラムにも活用されます。こうし

た点を鑑み、更なるご理解・ご協力を重ねて

お願い申し上げます。

■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　６月 15 日㈬→ 16 日㈭期末懇親会

　　　点鐘　午後６時 30 分

場所　箱根湯本温泉ホテル河鹿荘

日時　６月 29 日㈬夜間移動例会

本日の出席数       23 名会  員  数 　 　 　 31 名

本日の出席率　　 92％ 修正出席率          100％

「世界へのプレゼントになろう」

2015-16年度 RI会長／Ｋ.Ｒ.“ラビ”ラビンドラン　　RI.D2590ガバナー／箕田　敏彦　　横浜旭RC会長／新川　　尚

Be a gift to the world  

横浜旭ロータリークラブ
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　　　点鐘　午後６時 30 分

場所　木曽路霧が丘店

○大和ロータリークラブ

日時　６月 14 日㈫→ 12 日㈰家族会へ振替

日時　６月 21 日㈫夜間例会

○横浜田園ロータリークラブ

日時　６月 14 日㈫～ 15 日㈬最終移動例会

場所　石巻西ロータリークラブ訪問

日時　６月 28 日㈫→ 27 日㈪午後２時 30 分～

場所　青葉台中学校職業講演会

２）当クラブ

・クラブ活動報告書の提出について

　６月末を７月末までと訂正致します。

・６月 29 日㈬は最終例会となります。

　時間は午後６時～となります。

・７月 13 日はクラブ奉仕フォーラムです。

各委員長より５分程の挨拶をお願い致します。

■ニコニコ box( 会員敬称略 )

新川　　尚／①市川さん、卓話宜しくお願い

します。②森本さん、ようこそ。

市川　慎二／①本日は卓話させて頂きます。

宜しくお願い致します。②瀬谷ロータリーク

ラブ森本様、ようこそお越し下さいました。

二宮　　登／市川さん、本日の卓話楽しみに

しています。

吉原　則光／梅雨に入ったばかりの例会。市

川さん卓話楽しみにしています。よろしくお

願いします。

安藤　公一／①市川さん、卓話宜しくお願い

します。②森本さんようこそ。

青木　邦弘／①７月から例会場が変わります。

②市川さん、卓話楽しみです。

佐藤　利明／①市川さん、卓話よろしく。楽

しみにしています。②瀬谷ロータリークラブ

森本様ようこそ。

佐藤　真吾／①市川さん、卓話楽しみです。

②瀬谷ロータリークラブ森本さんようこそ。

田川　富男／市川さん、親子の卓話楽しみで

す。

齋藤　善孝／市川さん、卓話楽しみです。

滝澤　　亮／市川会員、本日の卓話よろしく

お願いします。

後藤　英則／①市川会員、本日の卓話楽し味

です。②関東一円の川で鮎釣りが解禁になり

ました。若鮎を食べたい方は漁師の後藤まで

連絡ください。お届けします。

太田　勝典／市川さん、卓話楽しみにしてお

ります。

北澤　正浩／①市川さん、卓話楽しみにして

おります。②森本さん、ようこそ。

■卓話　親子の愛着関係について   

　　　　　　　　　　　　　　　市川　慎二

・母親からの愛情が一番大切

・母子関係が悪いと、子どもの生活に影響が

　でる

・母親はそう思っていなくても、子どもは愛

　情不足を感じている状態が大きな問題

・愛着関係で大切なこと

①子どもへの声掛けを面倒がらずにすること

②暴言や暴力は使わないこと

③スキンシップを大切にすること。

・現在の母親は、適切な叱り方を知らない人

　が多い

・置き去りのニュースから見えるしつけと

　虐待

・子どもの人格や、存在そのものを否定する

　言い方をされている子が多い

　「あなたは、ずるい子だ」

　「あなたは、頭がおかしい」

　「あんたなんか、産まなきゃよかった」

　こういった言葉を 1 回でも本気で親から言

　われると、子どもは絶対に忘れずに心の傷

　になる

・日本人の自己肯定感、自尊感情は世界でも

　一番低い。原因は ?

・現在、しつけ最後の手段 ?

　大人気のしつけアプリ

○保護者様　皆様へ感謝　　希望ヶ丘幼稚園

　　　　　　　　　　　 平成 28 年 3 月 11 日

　日差しが日を追うごとに穏やかになり、い

よいよ今年度も、残りわずかとなりました。

入園、進級の慌ただしさで、一ヶ月がとても

長く感じられた四月でしたが、三月になると、

足早に通り過ぎていく日々に一抹の寂しさを

感じます。

　先月、年長さんがお店屋さんを開いてくれ

ました。店員さんになる担当と、年少さんや



– 3 –

見守って下さった保護者の皆様のご支援、ご

協力があったからこそだと感謝の気持ちで

いっぱいです。賜りましたご厚情に心からお

礼申し上げます。一年間ありがとうございま

した。　　               園長　市川　慎二

子どもは　批判されて育つと

　人を責めることを学ぶ

子どもは　憎しみの中で育つと

　人と争うことを学ぶ

子どもは　恐怖の中で育つと

　オドオドした小心者になる

子どもは　憐れみを受けて育つと

　自分を可哀相だと思うようになる

子どもは　馬鹿にされて育つと　

　自分を表現できなくなる

子どもは　嫉妬の中で育つと

　人をねたむようになる

子どもは　ひけめを感じながら育つと

　罪悪感を持つようになる

子どもは　辛抱強さを見て育つと

　耐えることを学ぶ

子どもは　正直さと公平さを見て育つと

　真実と正義を学ぶ

子どもは　励まされて育ると

　自信を持つようになる

子どもは　ほめられて育つと

　人に感謝するようになる

子どもは　存在を認められて育つと

　自分が好きになる

子どもは　努力を認められて育つと

　目標を持つようになる

子どもは　皆で分け合うのを見て育つと

　人に分け与えるようになる

子どもは　静かな落ち着きの中で育つと

　平和な心を持つようになる

子どもは　安心感を与えられて育つと

　自分や人を信じるようになる

子どもは親しみに満ちた雰囲気の中で育つと

　　生きることは楽しいことだと知る

子どもは　まわりから受け入れられて育つと

　世界中が愛であふれでいることを知る

あなたの子どもは

　どんな環境で育っていますか ?

　「子どもは大人の鏡」ドロシー・L・ノルテ

■次週の卓話　

　　　　6/22 ㈬ 「この１年を振り返って」　

　　　　　　     新川会長・市川幹事　　　

　　　           　　週報担当　漆原恵利子

年中さんとペアになって手を繋ぎホールにあ

る様々なお店をまわる担当に分かれて、お買

い物ごっこを楽しんでもらう企画です。

　ある組の年少さんがお店で買い物をしてい

ると、困った顔で「どれを選べば良いのかわ

からない」と年長さんに相談していました。

すると年長さんは「ゆっくり選んでいいんだ

よ。それとも別のお店屋さんに行ってみてか

らにする ?」と伝えると、年少さんは「そう

してみる。ありがとう !」と答えていました。

　まだ生まれてから、たった３年４年５年程

の子ども同士ですが、思いやる気持ちや感謝

の気持ちがしっかりと育まれているのだと実

感しました。

　「深い思いやりから出る感謝の言葉を振りま

きながら日々を過ごす。これが友をつくり人

を動かす妙諦である」作家デール・カーネギー

の残した言葉です。

　「ありがとう」の言葉はどんな時に出てくる

のでしょう。

　我が子が生まれた時、　大好きな人が側にい

てくれた時、　優しくしてもらった時、　嬉し

かった時、　手伝ってもらった時など、

　毎日当たり前のようにありがとうの気持ち

は湧いてきます。ぜひお子様と一緒にありが

とうの大切さを考え、毎日の日課として「あ

りがとう」の言葉を加えてみてはいかがでしょ

うか。感謝に溢れたご家庭の中で育つと、人

を愛し、損得から離れた奉仕の心を持つよう

になると思います。

　最後に有名なドロシー・L・ノルテの詩を載

せましたが、子ども達にとって素敵な環境の

中、心優しい人間性を培ってもらいたいと思

います。

　さて、今年度も残す所、あと数日となりま

した。大切にしてきたクラスがなくなる保育

者達の寂しさにはかかわらず、一年前では想

像もつかなかった立派な姿で子ども達は前を

向いて進級進学しようとしています。

　年少さんは、一年間が無事に終わったこと

を喜び合い、新しいクラスや友達に期待を持

ち、年中さんは、今まで寄りかかっていた年

長さんに代わり、園の代表になる誇りと嬉し

さを感じ、年長さんは、小学校への進学に大

きく胸を膨らませ、笑顔で巣立とうとしてい

ます。

　こうした子ども達の素晴らしい成長の陰に

は、私共の至らない点が多々ある中、温かく
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日　　時 平成２8年6月 1日(水)
１8時30分～

場　　所 仕立屋

審議事項 １）例会場変更について

　　岡田屋３階会議室利用について

　　住　所 二俣川　1-45-30　工藤ビル３階 了承 ７月例会から変更

　※倉庫の解約について 解約手続き　太田勝典会員に一任

６月29日４時から倉庫の物資を現事務所に移行します。

現会長、幹事を中心として、会員の皆様にご協力をお願いします。

階段

信号

ゆうや 焼き鳥

目黒さん

今野税理士

２）事務所変更について 変更委員会の設置 次期会長に一任

３）50周年委員会設置について 次期会長に一任

４）年会費について 前期は前年と同額　後期は前期を勘案して減額とします。

ドンキホーテ

　　新川　　尚 二宮麻理子 福村　　正

(欠　席) 佐藤　真吾

2016～2017年度　第3回　理事会 議事録
(出　　席)

　　市川　慎二

青木　邦弘

鈴木　茂之

安藤　公一

田川　富男

五十嵐　正

滝澤　　亮

日　　時 平成２8年6月 1日(水)

１8時30分～

　　増田嘉一郎 太田　勝典 北澤　正浩
場　　所 仕立屋

報告事項 ○地区

　６月10日㈮16:00～　　　クラブ事務局員連絡会 ソシア21 佐藤聖子

　６月19日㈰13:00～　　　ローターアクト主催第４６回地区研修協議会 横浜市開港記念館

○クラブ

　６月１日㈬18:30～　　　第１７回新旧合同理事会 仕立屋

　会計報告

審議事項

１）例会場変更について

・岡田会員の借りているビルの会議室（ドンキホーテ前）をお借りして７月から例会場とする

・二俣川ライフ４階倉庫は６月末をもって賃貸を解約

・その他詳細について、次年度理事会で検討、随時お知らせ

　　新川　　尚 二宮麻理子 福村　　正 関口　友宏

(欠　席) 佐藤　真吾

2015～2016年度　第17回　新旧合同理事会議事録

(出　　席)

　　市川　慎二

青木　邦弘

鈴木　茂之

安藤　公一

田川　富男

五十嵐　正

滝澤　　亮


