池田ロータリークラブ週報
2019年5月22日〈3136例会〉

No.3137

例会日 毎週水曜日 12:30～13:30
例会場 池田商工会議所 2F
創 立 1954 年 4 月 24 日
事務局 〒563-0025
大阪府池田市城南 1-1-1
池田商工会議所 2F
TEL （072）752-3355
FAX （072）752-7800
ホームページ
http//www12.plala.or,jp/ikeda-rc/
E-mail アドレス

国際ロータリーのテーマ
BE THE INSPIRATION
（インスピレーションになろう）
2660 地区のテーマ
BE THE INSPIRATION
（インスピレーションになろう）
池田ロータリークラブのテーマ
伝統と革新 目指そう
INSPIRED 池田 RC

ikeda-rc@amber.plala.or.jp

2018～2019 年度ＲＩ会長バリー ラシン
RI 第 2660 地区ガバナー山本 博史
■会長 井上 裕子 ■副会長 明石 巧
■副会長 豊田 修一 ■幹事 柴田 宜孟 ■副幹事 林 功
■親睦委員長 南 みどり
■広報･会報担当 永田 大介

会長挨拶

井上

裕子会長

65 周年記念事業である「ベトナムの保育施設への給食施設の給食環境
の整備（通称：こどもニャーン）」のミッションを完遂してきました。
暮部国際奉仕委員長を団長とした一行のメンバーは、田嶋記念事業実行
委員長、豊田副会長、近藤時期会長、名村時期幹事、吉岡前会長、南親
睦委員長、橋本委員と私のロータリアンが 9 名と、RAC から東條くん、
それから公募の保育士さんと栄養士さんと池田市からの幼稚園教員か
らなる女性スタッフ 3 名に元米山奨学生のビンくんが合流してくれ、総
勢 14 名となり、これまでの最大規模の一行となりました。
連日 42 度という想定外の暑さにも負けず、給食室の贈呈式および記
念品としての“トトロ”のからくり時計の贈呈、そしてメインである
180 名の子ども達との交流を行ってきました。
若い 3 人の女性スタッフは、みな明るく元気に子ども達に接し、手遊
びや折り紙のプレゼントを通して、少し緊張気味だった子ども達をどん
どん笑顔にしてくれていました。彼女らと子ども達の笑顔が目に焼き付
いています。
贈呈式後の食事会では、共産党の方々や幼稚園の先生方といっしょ
に、冷房もない農村らしいレストラン?!で一層の交流を深めることがで
きました。大人も子どもも、言葉は通じなくても、心は通じるんだとい
うことを実感し、感動してきました。
田島実行委員長の「常に子ども優先で行く、セレモニーは相手の出方
に合わせる」という基本姿勢に従い臨んだところ、言葉も通じない、連
絡もとれないという心配をよそに、とてもスムーズに和やかにミッショ
ンを終了することができました。暮部団長は常に一行をぐんぐんリード
してくれましたし、３名の女性スタッフの面倒をしっかりみてくれまし
たので安心できました。田島実行委員長、暮部団長、本当にご苦労様で
した。ありがとうございました。
他の参加メンバーも、期間中それぞれの得意分野を生かして活躍して
くれて、池田ロータリーのチームワークの良さを改めて感じました。み
なさん、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。

プログラム
開会・点鐘
ロータリーソング
シェイクハンド
ゲスト＆ビジター紹介
出席報告
会長挨拶
幹事報告
委員会報告
ニコニコＢＯＸ
本日の卓話

本日の卓話
「クラブフォーラム④」

担当：豊田

修一副会長

四つのテスト

１ 真実かどうか

２ みんなに公平か

✤幹事報告✤
✤ニコニコ BOX✤
柴田

宜孟

幹事
プログラム担当
ニコニコ 担当

（地区より）
① 春の RYLA セミナー終了のお礼
（井上会長）

井上

(市民の森をつくる会より)
➁ 市民の森をつくる会定期総会開催について
（井上会長、柴田幹事）
（池田市市民安全実行委員会）
➂ 池田市市民安全実行委員会総会の開催につ
いて（ご案内）
（井上会長、柴田幹事）

✤出席報告✤
出席担当

橋本

昌也

○ 会員数
30 名
○ 出席数
21 名
〇 出席率
75.00％
○ 前々々回
89.29%(4 月 17 日)
メーキャップ
暮部 光昭（5/8 理事会）

会員

北林
永田

寛崇
大介

会員
会員

裕子会長:RAC のみんな、がんばってくれて
いました。これからもしっかり
サポートしてきましょう。
写真データありがとうございま
した。
清瀧 一也会員:本人誕生日を頂いて。
橘高又八郎会員:写真を頂いて。ありがとうござい
ます。
明石
巧会員:写真を頂いて。
奥村 昌也会員:写真を頂いて。
林
功会員:早退のお詫び。
田嶋也寸志会員:データで写真頂きました。
鶴原 英生会員:卓話当番当日、欠席申し訳ありま
せんでした。本人誕生日、結婚記
念日お祝いを頂いて。
永田 大介会員:写真を頂いて。子どもニャーン訪
問団の道中の無事を祈念してお
ります。
加茂
守会員:写真を頂いて。
豊田 修一会員:写真を頂いて。
奥村 勝彦会員:写真を頂いて。ありがとうござい
ます。
北林 宏崇会員:配偶者誕生日を頂いて。欠席のお
詫び。
名村研二郎会員:卓話当番です。

３ 好意と友情を深めるか

４ みんなのためになるかどうか

✤前回の卓話✤

に出てくる。

に出てくる。
＜保育でこころがけていること（例）＞
・言葉を投げない・言葉を手渡す・目線を下げ
る・大人同士の呼び方・赤ちゃん言葉を使わな
い・肯定的な言葉かけ・保育士の服装・環境構
成。大人が子どもをどう捉えているか＝大人の
子ども観が大切

「子どもの人権について」
～自分の立場や体験からみた子どもの人権～

名村 研二郎

会員

子どもの人権を言い換えると、「子どもが１
人の人間であるということ」「子どもが１人の
人間である」ということは、独立した人格と尊
厳をもつ主体である。しつけや教育といった指
導の対象ではなく、主体であることを基本に置
いたかけがえのない存在として見る。
＜天神保育園について＞
平成１３年４月 池田市立天神保育所の民営
化を受け、学校法人亀之森住吉学園 天神保育
園としてスタート
令和元年５月１日現在 園児数１１９名
０歳児１４名、１歳児２２名、２歳児２１名
３歳児２３名、４歳児２０名、５歳児１９名
スタッフは保育士、看護師、栄養士、調理師な
ど４０名。
開園時間：朝７時～夜１９時
休園日：日曜・祝日・12/29～1/3
＜保育理念＞＜保育方針＞＜保育目標＞
の紹介
＜保育の手法＞
・育児担当保育（０歳～２歳）
担任のうち、担当の保育士（保育園でのお父
さん、お母さん）を決め、食事、排泄、睡眠
においては、なるべくその担当者が関わる。
・異年齢混合保育（３～５歳）
クラス構成は年齢別ではなく、３～５歳児が
混合して生活している。毎日の生活を共にし
ているため、上の子は下の子への思いやりや
優しさ、下の子は上の子へ憧れや模倣が自然

＜自尊心（自己肯定感）の源＞
一番大切なのは、愛されている実感、大切にさ
れている実感！
誰に？ 大人に！ 特に親に！子どもが誕生
する時の思いや感動！
「とにかく無事に生まれてきてほしい！」「よ
くぞ、生まれてきてくれた！」
子どもたちは知らず知らずのうちに、自分が愛
されている、必要とされていることがすりこま
れているはずであるが・・・
＜私の好きな言葉＞
「生きてるだけで丸儲け」（明石家さんま）
「子どもと遊ぶことができる人だけが、子ども
を教育することができる」（エレン・ケイ）
「まむき、よこ顔、うしろ姿 と３つ並べてそ
れは素より別々の母の姿ではない
一人の母がもつ三様の態度にそれぞれ貴重な
教育価値を認めるのである」（倉橋惣三）
「みんなちがって、みんないい！」（金子みす
ず）
「「生命」を大事にする気持ちというのは自分
の生命が周囲の人から大切にされることなし
に育たない」「子どもは依存と反抗を繰り返し
ながら成長していく」「育児以上に創造性のあ
る仕事を私は知らない」「子どもがのぞむこと
をみな与えるのが過保護、親がのぞむものだけ
を与えるのが過干渉。過保護に育てられて駄目
になった子どもを私は本当にみたことがない」
「いい子だからかわいがるのではなく、かわい
がるから本当にいい子になるのです」（佐々木
正美）
「子どもが子どもを生きている姿は毎日に溢
れています。それは大人の都合とは関係があり
ません
それはただただ自然なことです。そしてその姿
は決して脅かされてはなりません。なぜならそ
れは全てが望み通りにかなうことのないこの
世界で私たちの希望の灯火であり、幸せの象徴
だからです。私たち大人が笑える時であっても、
涙する時であっても子どもはその存在そのも
ので、私たち大人を抱きしめてくれているので
す」（小西貴士）

池田ＲＣのテーマ「伝統と革新 目指そう INSPIRED 池田 RC
＜セヴァン・カリス＝スズキ伝説のスピーチ＞
１９９２年 リオデジャネイロで行われた地
球サミット。当時１２歳の少女が自分たちで旅
費を集めて参加。最終日に本会議で得た６分間
のスピーチは、後に「伝説のスピーチ」として
世界中に紹介され環境活動の象徴的存在とな
った。教科書でも扱われたりしている。
＜今が未来へつながる＞
これから訪れる「未来」を、社会の中心となっ
て生き抜いていくのは「こどもたち」ですが、
その未来を少しでも良い方向に導くために
「今」を変えるのは私たち「大人」だと思って
います！
だから夢を持って、思いを持って、お互い楽し
みながら、頑張っていきましょう！
私はそんなところにモチベーションを持って
います。
子どもの人権って、大人がつくるもの。大人が
考え続けるもの。大人の「こども観」が大切。

5 月スケジュール

ポリオプラス基金

5月8日点残高

27,893 円

5月15日分

554 円

残高

28,447 円

義捐金ＢＯＸ
5月8日時点残高
5月15日分

750 円

残高

152,615 円

ニコニコ箱の累計
5 月 15 日現在

1

水

休会（祝日週）

8

水

3134 例会

15

水

3135 例会

22

水

3136 例会
クラブフォーラム④

29

水

休会（第 5 週）

151,865 円

1,205,000 円

6 月 5 日（水）例会
「子どものミュージアム
プロジェクトが目指すもの」
～こころの幸せ・心の笑顔～

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
「ロータリー賛歌」
ロータリー 奉仕の精神
ロータリー 誠意と友愛
ロータリー 徳義に立って
世界を 一つに結ぶ
ロータリー ロータリー
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

担当：南

みどり

会員

コメント：「私の所属しております
経営者の会で、（株）宮田運輸社長、
そして後藤様と懇意にさせて頂き、
“交通事故撲滅”の運動に共感し、
微力ではありますが、活動に参加し
ております。この地域にも拡げてい
きたいと考えます。」

