第２０６８回例会報告議事録
日時 ２０年７月１日（火曜日）
場所 ホテル マークワン 我孫子
時間 １２：３０点鐘

会長挨拶・報告

２００８年度の初めての例会ということで、朝
早くから目が覚めまして、小池前会長のホッとし
たお顔が目に浮かびました。
この前、尾上先生が「思い切り自分のやりた
い事やりなよ」とおっしゃっていました、健康
に恵まれ、また皆さんの後押しを頂きながら、
船出をしたいと思います。我孫子丸がどこに向
かって行ったら良いのか？ 会長というお仕事
させて頂く事に決まった時点から考えています。
今年は、４３年の歴史を持つ我孫子ロータリ
ーを創設されたチャーターメンバーや、長い期
間クラブに尽力されてきた方々を、理事として
迎え、同時に若い力を結集し、手を取合いな
がら何処に向かって行ったら良いのか考えてい
きたい。
私事ですが、白ばら幼稚園に関わって２３年
になります。創設者は星野先生です。星野先
生が白ばら幼稚園を私に託す時、
「公三さん、
是非良い幼稚園にしてね」と言われ、今でもそ
の言葉は私の心の中の光となって、その歩みの
中でその事を忘れずにやってきたつもりです。
前年度、新しい幼稚園が出来たので見に来
てもらいました。先生から「公三さん、あなた
にはこの仕事合っていたね」と言われまして、
私を褒めてくださった言葉として憶えておりま
す。
我孫子ロータリークラブが何処に行ったら良
いのか、人と人との集まりですから心と心を交
換しながら「本当に良かったね」ってあの山に
登ろうよという意味で夢を語り合ってそれぞれ
の職業・思いを持って集まり新たに出発をする
という事になれば素晴らしいかなと思っており

Ｓ.Ａ.Ａ.

不慣れですが、充実した例会にしたいと思いま
す。
会長経験者の高島プログラム委員長と内容
を打ち合せして、１ヶ月先の予定も組んで行き
ます。

国歌斉唱
ロータリーソング「奉仕の理想」
ゲスト グェン・ティ・トゥ・フォンさん
（ 米 山 奨 学生 ）

鈴木公三会長

ます。
今年のＲＩ会長の李さんは子供に光を当てて
おられます。世界中の苦しみの中にある子供た
ちが救われるという事に光を当てたい。
毎日３万人、年間で１千万人近い５歳以下の
子供が、食べられない、貧困・病気で本来な
らば助けられるはずの命が散っている。識字率
も毎年ロータリーの中でも言われていますが低
いです。
衣食住が保証され健康で、教育を受ける権
利を与えられていない現状があります。
日本でも先日の秋葉原の事件のようにかつて
は無かったような犯罪が頻発し、私の子育ては
どうなっているのだろうって心配している親御さ
んたちがいます。
２５歳の青年の言葉には「孤独を感じ続け、
孤独を埋める方法を知らなかった」それがあ
の犯行に至ったという悲しい現実があった。
今年の国際ロータリーのスローガンは「世界
で最も重要な資源である子供に光を当てたい」
となっていまので、それにならって子供の命を
育み、又、夢と希望に光り輝く事ができる、そ
の為の援助、奉仕を最重要目標にしたいと思
います。
会員増強という事で第２７９０地区ガバナー
に純増３名と目標を伝えました。
先日、準備会で１６名の方々からお話を頂い
て、誇りある我孫子ロータリークラブの実現に
向けて微力ですけれども尽くせたらと思います。
これから１年間長いようで短いと思いますけ
ど宜しくご支援の程お願いします。

Ｓ . Ａ . Ａ . 塩毛会員
又、会長・幹事の方から、卓話を充実させた
いと要望がありましたので、それも含んで充実
した例会にしたいと思いますので、宜しくお願
いします。

親睦活動委員会報告

不慣れで至らない所もあると思いますが宜し
くお願いします。
今月の第４回例会は家族例会を考えております。
理事会の承認が得られれば、詳細を報告しま
す。
誕生祝いは、志賀会員と渋谷会員です。

立野親睦活動委員長
志賀会員
「どうもありがとうございます。今年、来週７日
の誕生日で還暦を迎えるんですけど、還暦のよ
うにやっていきたいと思いますので、宜しくおね
がいします。どんなのが還暦なのかわかりませ
んけど ..」

出席報告

星野出席委員長

出席率９２. ３％

グェン・ティ・トゥ・フォンさん

こんにちは、いつもありがとうございます。
毎月出席するのを楽しみにしています。
この前、生まれて初めて大勢の前で歌ってす
ごい緊張しました。みんなの前で歌ったのがび
っくりしました、歌が苦手で、大勢の前で歌っ
たことが無かったので嬉しかった。
奨学生としてお金だけではなくて、色々日本

の文化とかも分かってきて、皆さんに色々教え
てもらって感謝しています。
「私みんなの前でう
たったよ」って親にすぐ電話をしました、お父
さんに「本当に！」と言われました、お父さんも
お母さんも私の歌を聴いたことがないので。
みんなで楽しむことができて良かったです。
感謝しています。ありがとうございました。

ニコニコ BOX

・ニコニコ BOX のやり方を変えます。今年は、一人ずつ発表してもらいます。
野田会員
かっぱまつりの御寄附ありがとうございました。
今年も社会奉仕委員長ですので宜しくお願いします。
井上会員
鈴木会長年度のスタートを祝して。
上村文明会員 １年間、皆さんのお陰で幹事を努める事が出来ました。
酒井会員
お盆で７・８月東京のお寺の方に行くので欠席が多くなり皆さんに迷惑をかけるので。
志賀会員
誕生日祝いをいただきましたので。
和上会員
株主総会が無事終わりました。夜間例会で勝ち残りまして賞品を頂いたので。
小池会員
１年間お世話になりました。鈴木新会長ガンバってください。
松本会員
米山奨学会への御寄附、お願いします。

幹事報告

志賀幹事

・例会変更のお知らせ 松戸西ＲＣ ７月９日の例会が休会
・クラブ奉仕合同セミナーが７月２６日に幕張メッセにて開催されます。13：00 登録、13：30 点鐘
・柏ＲＣの会報が届いております。

卓話

鈴木会長から１回目の例会の卓話してくださ
いとのご指示を頂きまして、喜んでお受け致し
ました。その時に今年のＲＩ会長の李さんが
「子
供に光を」というテーマを掲げたという話を聞
き、早速７月号のＲＩ会長のメッセージを読みま
した、これは「子供の夢をかたちに」という内
容です。

井上会員
最近、ユニセフの国際親善大使を任命され
て、３０年近くアジア・アフリカの紛争地帯や
最貧国を訪問した黒柳徹子さんの「不思議の国
のトットちゃん」というエッセイ集を読みました。
非常に衝撃的だったのが、例えば小学４・５年
生の男の子が反政府ゲリラに略奪されて、兵士
として、否が応でも敵を撃ち殺さなければ、自

分が殺されてしまうという体験をさせられた子
供がたくさんいたそうです。これは一生、心か
ら拭い去る事が出来ない実に深い傷だと思いま
す。女の子は小学生の頃から略奪されて兵士達
にレイプされて何年も暮らした。自分の人生に
も幸せな結婚なんて無いのではないかと絶望感
にうちひしがれている女の子がいたという事で
す。
日本の子供はというと、本当に平和で豊かで
満ち足りている状況にあるように思います。
しかし、秋葉原の事件に象徴される様な、
精神的な歪みを持った若者が増え続けている
本当に恐ろしい時代に差し掛かってきたという
感じがします。
私の幼稚園も５６年目ですが、５０年前の子
供と今の子供を比べるとまったく比べようの無
い程、子供の質が変わっております。例えば、
憎たらしいわんぱく坊主「ガキ」が居なくなり、
なんとなくスマートになったように思います。そ
うかというと、訳が分からない攻撃的になって
乱暴なことをする、発作的にキレやすくなるの
が、幼児の頃からあるのを最近、感じます。
今の日本の子供も、いろんなプレッシャーの
中で、心が歪みがちになる危機的な状況に置か
れている感じがします。私は、免許や幼児教育
も知らないで幼稚園を始めましたが、一番大切
にしているのは、一人一人の子供が自分自身の
人生を自分で生き抜くという、自分の人生は自
分の物なんだという、そのことに関して大人は
余計な干渉をしない、もちろん命に関わる危険、
他人を傷つける危険は断固として許さない、け
れども安全である限り、あらゆる事は子供には
可能だという考え方で幼稚園づくりをしてきまし
た。ところがこれが中々、広がらない。私は昭

会長挨拶

鈴木会員

SAA 塩毛会員
幹事 志賀会員

和４０年代から６０年代にかけて全国組織の研
究担当で、日本各地の研究会議で言いたい事
言って来たんですが、年を取った園長さんが「あ
んたの言う事やっていたらダメになる」とねじ
込まれまして、言う事を聞かない、ブレーキの
利かない子供になっちゃうなんて批判をよく頂
きました。
「うちの幼稚園の子供見てみろ」って
反論しました。そのおかげで、たくさんの見学
者が来ました。
子供というのは元々が、実に、好奇心や疑
問の固まりでやりたい事をいっぱい持っていて、
幼稚園の生活を自分の力で作り上げて行く物な
んだということで、めばえ幼稚園のカリキュラム
では３歳から５歳までそれぞれの時期にどんな
力を見つけて行けて欲しいかという子供の発達
課題を並べてあるだけで、指導の中身は何も無
いんです。 熱中して遊んでいると、
「何をして
いるんだ」と覗きに来ます。
楽しいと自然に仲間が集まります、そこから
その子たちの生活が積み上がっていき、それを
段々と広げて行く。
教師の役目は、子供がやりたがっている・立
向かっている事をしっかりと後ろから支えて行く
事、何か困難があった時には適切な援助をして
あげ、余計な事はしないそういう考え方で幼稚
園をつくってきました。
めばえ幼稚園ではボケーってしている子供が
いない、みんな何かやっている、そのうち集団
になり、みんなでやると楽しい事が出来るとい
う生活が生まれてくるんです。一方で押さえ込
まれている現実があります。何とか日本の教育
も曲がり角にきて、子供を本来の姿に戻せる教
育を作り上げられるかと願っているわけです。

親睦委員会よりお知らせ

本日の卓話

立野会員

井上会員

今月の誕生祝

志賀会員

グェン・ティ・トゥ・フォンさん
へ奨学金授与

例会風景

（メークアップをして出席率をアップしよう）
近隣ロータリークラブ例会表
クラブ名
曜日 例会場
--------------------------柏
水
三井ガーデンホテル
野田
月
野田商工会議所
柏西
金
ザ・クレストホテル
流山
木
流山市商工会議所
柏南
火
廣池学園会員会館
流山中央 火
流山市商工会議所
沼南
木
柏市沼南商工会館
白井
火
千葉信金白井支店
印西
水
習志野カントリークラブ
松戸
水
松戸伊勢丹１１F バンケットルーム
松戸中央
木
ボックスヒル８階クリスホール（第３例会のみ松戸）
松戸東
金
松戸伊勢丹１１F バンケットルーム（第４例会は１８：３０開会）
野田セントラル 水
野田商工会議所 １９時開会
野田東
金
野田商工会議所
（広報委員会より）

ロータリーの友 事務所へのメールは
web@rotary-no-tomo.jp

*******************************************
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