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横浜旭ロータリークラブ

ロータリーは世界をつなぐ
ROTARY  CONNECTS  THE  WORLD

■司　　会　副 SAA　大川　伸一

■開会点鐘　会　長　佐藤　真吾

■斉　　唱　それでこそロータリー

■出席報告

■本日の欠席者
福村、目黒、宋

■ゲスト
本多　志野様

笛田　浩司様

■ R 財団ポールハリスフェロー表彰

青木　邦弘会員：PHF1

安藤　公一会員：PHF1

吉原　則光会員：PHF2

関口　友宏会員：PHF3

市川　慎二会員：PHF

■ R 財団べネファクター表彰　

　増田嘉一郎会員：べネファクター

■米山寄附表彰　

　今野　丁三会員：第８回マルチプル

　福村　　正会員：第３回マルチプル

■会長報告
  皆さんこんにちは。早いもので今年最後の

例会となりました。

本日の出席数　 　23333

本日の出席率   88.46％

会員数　　　  27 名

修正出席率  　 96.15％ 
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　まずは、14 日㈯に行われたクリスマス家族

親睦会ですが、多くの会員、そしてご家族・

ご友人の皆様にご参加いただき、とても盛り

上がった、素晴らしい会となりました。

  特に、ロータリークイズが素晴らしかった！

準備、大変だったと思います。北澤クラブ管

理運営委員長はじめ委員の皆様、有り難うご

ざいました。

  さて、今年度もようやく上半期が終わりま

す。各活動・事業や行事など無事に進める事

ができ、何とか折り返し地点に辿り着く事が

できました。これもひとえに会員皆様のご協

力・支えがあってこその事だとあらためて感

謝申し上げる次第です。有り難うございまし

た。

　ところで、年末になるとその年一年を振り

返るものとしてお馴染みなのが「今年の漢字」

です。また、「今年の漢字」と言えば思い出さ

れるのがその発表場所である清水寺です。

　清水寺の中興の祖として知られる大西良慶

和上は、大変書道を好む方で、その弟子で現

在の清水寺貫主である森清範貫主もまた、師

の後を継ぐかのように書道を好む方だとの事

で、その一環で、財団法人日本漢字能力検定

協会との協議の末に実現したのが「今年の漢

字」なのだそうです。

　「今年の漢字」とは、1995 年（平成７年）

から始まった企画で、その年をイメージする

漢字一字の公募を日本全国で行い、その中で

最も応募数の多かった漢字一字を、その年の

世相を表す漢字として、毎年 12 月 12 日の「漢

字の日」に発表するというものです。

　なお、12 月 12 日が「漢字の日」と定めら

れた理由は、「いい字一字」が「1（いい）2（じ）

1（いち）2（じ）」の語呂合わせになる事に因

んでいます。

ここで皆さんに問題です。

①過去 25 回のうち、同じ漢字が選ばれた事が

ある or ない？

（正解：ある）

②最多は？

（正解：「金」が３回・因みに「災」が２回）

③日本で一番画数の多い漢字をご存知でしょ

うか？

（正解：84 画・かいと）

〇地区関係

１）2020-21 年度地区委員長委嘱について

　地区より、2020-21 年度ポリオプラス委員

会の委員長を、当クラブの新川尚会員に委嘱

する旨通知がありました。委嘱状が届いてお

りますので、ガバナー・ガバナーエレクトに

代わり、私の方からお渡しさせていただきま

す。新川さん、よろしくお願いします。

２）2019-20 年度地区ロータリー財団補助金

管理セミナー

　12 月 12 日㈭ 15:00 ～メモワールプラザソ

シア 21 で開催された「2019-20 年度地区ロー

タリー財団補助金管理セミナー」に田川会長

エレクトと新川ロータリー財団委員長にご出

席いただきました。セミナーの詳しい内容に

ついては、田川会長エレクトから報告をお願

いします。

〇クラブ関係

１）「サンタの贈り物」事業について

　岩沼・丸森 RC 共催「サンタの贈り物」事業

が無事に終わりました。災害対策委員会の皆

様、有り難うございました。特に今回は、栁

沼ガバナー補佐の取り計らいで、第５グルー

プ内に支援を呼び掛けて下さり、最終的には

７クラブ（横浜瀬谷・横浜田園・新横浜・横

浜あざみ・横浜港南・横浜南陵・横浜南央）

から賛同・支援をいただきました。各クラブ

会員の皆様の「奉仕の心」にあらためて感謝

申し上げる次第です。

３）今日の卓話

　今日の卓話は、兵藤さんの紹介で、本多志

野様をお迎えしての卓話です。塾の講師を 20

年続けていらっしゃるとの事で、中学受験を

目指す最近の小学生の事、その親の事、教育

現場の実状など、興味深い話をお聞かせいた

だけると期待しております。本多様、よろし

くお願い致します。
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■幹事報告　　　　　　　　　　 
１）例会臨時変更のお知らせ

〇横浜田園ロータリークラブ

日時　１月７日㈫新年例会　

      午後６時点鐘　

場所　青葉台フォーラム

日時　２月 11 日㈫休会　

〇横浜港南台ロータリークラブ

日時　１月３日㈮休会

日時　１月 10 日㈮通常例会　12 時 30 分～

日時　1月 24 日㈮夜間例会

日時　１月 31 日㈮休会　

〇新横浜ロータリークラブ

日時　１月３日㈮休会

日時　１月 10 日㈮新年移動例会

場所　寒川神社

〇横浜あざみロータリークラブ

日時　１月 29 日㈬夜間例会

場所　あざみ野ローンテニスクラブ

　　　レストラン　ド・ローランギャロ　

■元会員笛田さんの息子さんより　　　　　

　皆様こんにちは。 生前ロータリークラブで

おせわになりました笛田喜代司の長男、浩司

です。本日は 3 回忌を迎えました父の報告に

お伺いさせていただきました。私も父と同様、

治療家として働いております。現在は銀座と

相模原に院があります。

　又、奇遇なことにモンゴルの医療事業にも

参画しております。この度この会に参加した

のも父親のご縁です。このご縁を今後とも大

切にしていきたいと思います。どうぞ宜しく

お願い致します。

■地区ロータリー財団セミナー　 田川　富男

　12 月 12 日㈭ソシア 21 において地区ロータ

リー財団セミナーが開催され、新川地区ポリ

オ・プラス委員長と参加しました。

　轟ガバナーがロータリー財団の必要性をは

なされ、露木委員長による財団の活動報告が

ありました。

　横浜金沢 RC の提案によるモンゴルでのハッ

ピーバースデー＆ハッピーベビープロジェク

トでのグローバル補助金の活用、実行がモン

ゴルの医療整備を推進させることが出来、財

団の目的にかなった奉仕プロジェクトで意義

ある活動だとの報告がありました。

　又、当クラブの新川会員もプロジェクトに

参加活動され、モンゴルとの友好を図りまし

た。

　最後はロータリー財団ハンドブックにて、

財団の重要性と寄付をお願いをされ、閉会と

なりました。

■災害対策委員会　 　　　　　　五十嵐　正

〇丸森町角田市岩沼へのサンタの贈り物事業

について

　前回ご紹介しました、丸森町角田市岩沼へ

のサンタの贈り物事業についてご報告いたし

ます。この事業は、10 月に発生した台風 19

号により、甚大な被害に遭われた丸森町、角

田市の幼稚園・保育園 21 園、1,074 名と合せ

て岩沼市２園、園児 192 名の子ども達に、サ

ンタのプレゼントを実施するものです。

参加協した RC は、地元、丸森 RC、角田 RC、

亘理 RC、名取 RC、岩沼 RC の５クラブと、横

浜の横浜南央 RC、横浜南陵 RC、横浜田園 RC、

横浜港南 RC、横浜あざみ RC、新横浜 RC、横

浜瀬谷 RC、そして横浜旭の８クラブ（12 月

23 日現在）の参加協力のもと行われました。

横浜から現地に行ってサンタを務めた方は、

18 日　田川・増田会員

20 日　半澤前第７G補佐（横浜南央 RC）

       栁沼 G補佐・五十嵐

23 日　新川会員

の６名でした。ありがとうございました。
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　20 日の様子ですが、被災地丸森町は今も手

付かずの状況がいたるところに見られ、東日

本大震災の際感じた自然の脅威を改めて思い

出されました。

　そんな中保育園の外まで響く子ども達のサ

ンタへの声援や元気な笑顔にこちらが癒され

た思いになりました。

　今回、被災地 RC と合わせて 13 クラブがい

ち早くまとまり、行動に移せたことは、ロー

タリーでは珍しく早い対応で、岩沼との災害

支援協定を始め、日頃の活動と皆さまのご協

力のお蔭と感謝いたします。

〇サンタの装い？
こんなにサンタがいると怖いよ～

 

〇丸森町の様子

半澤様 ( 南央 RC)：五十嵐会員：柳沼 G補佐

さてこのサンタは誰でしょう？
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■ニコニコ BOX( 会員敬称略 )

佐藤　真吾／①本多様、本日はお忙しい折、

当クラブにお越し下さり有り難うございます。

卓話よろしくお願い致します。②笛田浩司様、

ようこそ。お父様には大変お世話になりまし

た。

大川　伸一／本多さま、本日の卓話をどうぞ

よろしくお願い致します。

佐藤　利明／今年も最終例会となりました。

上半期お世話になりました。本多志野さん、

卓話楽しみにしています。

田川　富男／①本多さん、卓話ありがとうご

ざいます。②岩沼へたくさんのサンタさん、

ご苦労様でした。

内田　　敏／兵藤さん、本多さん、本日の卓

話宜しくお願い致します。楽しみです。

柳沢　哲也／早くも来週の今日は令和２年で

す。一日は長いですが、一年は早いです。メリー

クリスマス！

斎藤　善孝／皆様よいお年をお迎えください。

来年も宜しくお願いします。

岡田　　隆／①本多様、本日の卓話よろしく

お願い致します。②会員の皆様、本年は色々

とお教え頂き有難うございました。来年もよ

ろしくお願い致します。

関口　友宏／皆さん、よいお年をお迎えくだ

さい。

五十嵐　正／①本多さま、本日はお忙しい中

卓話を有り難うございます。②皆様、本年は

お世話になりました。令和２年もよろしくお

願いします。

倉本　宏昭／本多様、お寒い中ようこそ！

太田　勝典／①本多様、卓話楽しみです。②

笛田さん、入会楽しみにしています。

青木　邦弘／ 12/15、日本語学校のパーティ

がありました。岡田さんよりドーナツの差し

入れ 70 個いただきました。

市川　慎二／①本多志野様、卓話宜しくお願

い致します。②笛田様、ようこそお越し下さ

いました。③皆さま、本年は大変お世話にな

りました。良いお年をお過ごし下さい。

安藤　公一／①本多様、本日の卓話宜しくお

願い致します。③先日の XMAS の家族会、楽し

かったです。北澤親睦委員長アレンジお疲れ

様でした。③ラグビー大学選手権では早大は

1/2 の準決勝で天理大と対戦することになり

ました。応援宜しくお願いします。④丸森町、

岩沼のサンタ、お疲れ様でした。

兵藤　哲夫／本多志野さん、笛田さんの長男

浩司さんをお迎えして。

北澤　正浩／クリスマス家族親睦会にご出席

頂きありがとうございました。

■卓話　
現代の子ども気質　　　　　　　 本多　志野

〇プロフィール

　大学卒業後、東京工業大学研究生を経て、

科学技術振興事業団、創造科学技術振興事業

田中個体融合プロジェクトに技術員として参

加。その後、塾講師となって 20 年、中学・高校・

大学の各受験指導に携わった結果、「自分は小

学生があっている」と悟り、現在は中学受験

を目指す小学生と教学相長ずの日々を送って

いる。



– 6 –

最近の小学生の状況について

　皆さんこんにちは。わたくしは塾講師となっ

て丁度 20 年になります。この 20 年で当然な

がら私たちを取り巻く、あらゆる環境が変化

しています。

　ニュースなどでも「子どもをとりまく環境

云々…」よいう言葉をよく聞きます。

　ここで子どもをとりまく環境と聞いて、何

が浮かびますか？

携帯やスマホ？でしょうか。SNS などのツー

ルでしょうか。様々ある中で最も子どもに影

響を与える環境要因は何と言っても「おとな」

です。

　子どもをとりまく大人こそが、子どもに変

化をもたらしていると、日々感じています。

　今日は特に中学受験を目指す小学生とその

保護者の変化についてお話したいと思います。

子どもの変化としては

・我慢がきかない→きれやすい

・忍耐力がない→学習の質の低下

・怖いものがない→畏敬の念がなし

　　　　　　　  →礼儀を知らない

　　　　　　　  →誰とでもフラットな関係

　子どもとしての本質は変わっていない

・将来の夢がない

親の変化としては

・子どもの顔色をうかがう

・過干渉

・過保護

・放任→でも子供が自主的にやるべきことを

やる場合は、親子間に深い絆があり、自立心、

自主性、責任感を持たせる家庭教育、家庭環

境が根幹にある。

■次週の卓話　

　1/15 ㈬クラブ協議会

　　　　　　　　　   週報担当　五十嵐　正

★ロータリーニュースより

世界ポリオデー、また一歩大きな前進を遂げ

る！

　世界ポリオデーの 10 月 24 日、ロータリー

とパートナー団体による世界ポリオ根絶推進

活動（GPEI）は、「ポリオのない世界」という

究極の目標に向けて、また一歩、大きな前進

を遂げました。この日、3 型の野生型ポリオ

ウイルス株の根絶が発表されました。

　3 型ウイルス株による発症が 2012 年 11 月

にナイジェリアで検知されて以来報告されて

おらず、専門家から成る独立委員会が、この

種類のウイルス株が世界的に根絶されたこと

を結論づけたと述べました。2 型ウイルス株

は、2015 年に既に根絶が宣言されています。

「これにより、残るは 1 型の野生型ポリオウイ

ルスだけ」とテドロス・アダノム氏は述べ、

ポリオフリーの世界の実現に向けたこれまで

のロータリーの尽力に言及しました。また、

自己満足が最大の敵だと指摘し、「最後の一押

しのために 2 倍の努力で臨んでいただきたい」

と激励のメッセージを寄せました。

〇世界が直面している課題

　これらの成果にもかかわらず、アフガニス

タンやパキスタンではポリオの症例が増加し

ています。地域によってアクセスが困難であ

ること、予防接種を行うボランティアのため

の安全性が確保されていないこと、人びとの

移動が非常に多いことなどが増加の理由と

なっています。2018 年全体で、これら 2 カ国

で報告された野生型ポリオウイルスの症例数

は、わずか 33 件でした。しかし、2019 年の

現時点で症例数は既に 88 件となっており、専

門家は今後さらに増えると予測しています。

　子どもたちに十分なワクチンを与えること

ができれば、ウイルスが宿る場所は減り、最

終的にウイルスは消滅する。　

　これからも「ポリオのない世界」という子

どもたちへの約束を果たすための活動は続き

ます！


