『世界へのプレゼントになろう』 Be a gift to the world
ＲＩ会長 K.R.“ラビ”ラビンドラン 第２５９０地区ガバナー 箕田 敏彦
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４．社会奉仕委員会より
第 1325 回 （本年度 8 回）
① 防犯ネット寄贈について報告
平成 27 年 9 月 3 日（木）
今年も 4RC 協賛了承 （中原 RC 500 個、北 RC 400 個、
中 RC 300 個、とどろき RC 200 個）
点
鐘
市 川 功 一 会 長
贈呈式：川崎中原 RC 例会にて
②
中原区民祭 賛助金 例年どおり 10,000 円を承認
司
会
高 瀬 建 夫 会場監督
③ かわさき鈴虫まつり協賛金 10,000 円を承認
斉
唱 「君が代」「奉仕の理想」
***************************************************
１．中原区交通安全対策協議会より、「秋の全国交通安全
会員出席報告 神谷 直 親睦委員
運動」実施要綱が届いております。
本 日
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亨 様 （川崎中 RC）
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教論）

誕生日おめでとうございます！
小泉 正博会員
S.24・9・15 生
小林 正樹会員
S.32・9・21 生

会長報告

市川

功一 会長（９月１０日）

◇理事会報告
１．会長案件
① 指名委員会委員の選出
理事会推薦の２名：鈴木次男会員、歌崎勅男会員
市川会長、会田幹事、若狭/2012-13 会長、
河合/2013-14 会長、小林/2014-15 会長 の 7 名で
構成
② 地区大会選挙人 1 名は、市川功一会長を選出
③ 地区大会記念ポリオ撲滅チャリティゴルフ大会の参加費
１万円は、クラブ負担を承認
④ 地区大会記念ポリオ撲滅チャリティディナーパーティ
奮ってご参加下さい。
⑤ 10 月 22 日福田市長出席の例会は、入会候補者を中心に
ご案内をする。
２．クラブ奉仕委員会より
① ９月・１０月のプログラム承認 （年間スケジュール配付）
② 11 月 26 日(木) 移動例会 溝の口「桂林」
③ 12 月 10 日(木) 年末家族会 青山の 246 ストリート
３．職業奉仕委員会より 職場訪問の件

幹事報告

会田

公雄 幹事（9 月１０日）

１.地区より、地区大会関連の資料が届いております。
①地区大会１日目 ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎晩餐会
日時：2015年11月13日(金) 18：00～20：00
場所：ホテルニューグランド 3F
※出席対象者：ご来賓、地区役員、ガバナー補佐、地区委
員長、クラブ会長・幹事
②地区大会登録のご案内（パンフレット配付）
地区大会2日目 2015年11月14日(土)
・本会議（会長･幹事会）点鐘10：30
パシフィコ横浜会議センター 303･304
※出席対象者：地区役員、G補佐、地区委員長、会長、幹
事、選挙人、ｸﾗﾌﾞ研修ﾘｰﾀﾞｰ
・本会議 点鐘13：00 パシフィコ横浜会議ｾﾝﾀｰ ﾒｲﾝﾎｰﾙ
※会員登録料はクラブ負担、ご家族無料となっております
ので、お誘いあわせの上ご出席下さい。
③地区大会特別企画 第2回ロータリアン芸術祭作品出展
と、ロータリーこども美術展への参加出品のお願い。
※詳細はﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄをご覧いただき奮ってご参加下さい。
④地区大会信任状証明書の提出依頼。署名を付して提出。
⑤地区大会 表彰対象者および長寿､物故会員の報告依頼。
⑥地区大会2日目 事務局員派遣の依頼。
２．他クラブ例会臨時変更
●川崎ﾏﾘｰﾝRC
10月15日(木) 移動例会国際基督教大学訪問 点鐘12：30
10月22日(木) 夜間例会鎌倉散策 ｱﾏﾝﾀﾞﾝﾌﾞﾙｰ 点鐘17：30
10月29日(木) 休会
３．他クラブ会報の回覧 川崎中RC、川崎とどろきRC
４．９月１７(木)は、休会です。
次回例会は9月24日(木) ﾎﾃﾙ精養軒にて点鐘12：30

本日のミニ情報

市川功一会長

今朝東京プリンスホテルでセミナーがありました。ここ
では２つのロータリークラブが例会を行っています。ロ
ータリーはホテルでの例会が多いのですが、東京のクラ
ブの例会場を調べたら意外な場所がありました。自由が
丘 RC の自由が丘学園会議室、小金井 RC の多摩信用金庫、
武蔵府中 RC の大国魂神社参集殿、国立 RC の谷保天満宮
社務所、日野 RC の高幡不動尊講堂など。
機会があれば例会に参加してみたいものです。

笑っていいのか気にする子どもたちです。しかし言った
ら言っただけ子どもたちは色んなことを感じています
ので今後とも是非ご協力いただければと思います。お手
中原中学校は多摩川 元の感想は話を聞いた全員の分です。書いた文言は一切
の土手のすぐ脇にあり、 修正しておりません。そのまま子供たちの文字で出して
学年 3 クラスで 350 人 います。
程の小さな中学校です。 公立中学校には様々な子どもたちがいます。感想の中
本校では中学校を卒業 で立派な言葉で書いている子もいれば、言葉足らずの子
後の力を付けるという もいます。その言葉を使ったら自分の意図していること
意味で 1 年生の段階で ではないことが伝わるケースもありますが、あえてその
職業講話を聞き社会人 ままの言葉で載せました。職業体験でも絶対に失礼だな
になる時に必要な資質、 と思う子もいるかと思います。しかしながら公立中学校
の義務教育課程でこのような教育機会を平等に与える
こだわらなくてはい
ということで、大変頼りにしております。子どもの教育
けないところなどを
感じてもらい 2 年生で の中でひとつの仕方ない部分かなとご理解いただける
と助かります。
職場体験という形で
1 年生の段階で社会に出る一歩目のスタートとして
実際に仕事をさせて
職業講話に取組ませていただいております。
次の 1 年生
いただきます。3 年生
もお世話になると思います。
趣旨をご理解してご協力い
になると老人憩いの
ただき大変助かっております。今後ともよろしくお願い
家などに行き福祉の
いたします。
関係で社会がどうな
っているのかを学び
ます。この流れの中での第一歩を職業講話という形で
青少年交換学生
ロータリークラブの皆様にお世話になっております。
帰国報告会
今回少しだけ裏の話をさせていただきます。まず職
青山優子さん、
業講話を行うにあたりこどもたち向けに求人広告を作
スピーチの様子
ります。案内や司会進行の役を募集します。基本的に
生徒には授業や体験のカリキュラムがあり、ある程度
レールが引かれておりますが、この役は別世界の体験
ができるということで募集をかけたところ 20 名集まり
ました。こういったことに名乗りを上げるということ
も資質のひとつだと思います。その子どもたちが校長
ニコニコ報告
神谷 直 親睦委員
室に入る前の緊張感は尋常ではありません。身なりは 池田 亨 様（川崎中 RC）
ちゃんとしているか、普段使わない敬語の練習など
川崎中ロータリークラブの池田と申します。
散々苦労して行っています。そういったことが 1 番の
本日は宜しくお願い致します。
体験だと思っています。
子どもたちに体験前に必ず確認していることは、職 市川 功一 会長 会田 公雄 幹事
今日は川崎市立中原小学校の佐藤先生、ようこそいらっ
業を学ぶ
しゃいました。3
月にはお世話になりました。
とか、仕事がどうとか、そういうことをきくところ
お話しを楽しみにしております。
ではないよと話しています。社会に出た時にいちばん
大事な資質、こだわり、大事にしなくてはいけないこ 都倉 八重子 会員
昨日、東急イッツコムのテレビに「かわさき鈴虫まつり」
とを学ぶという気持で皆臨んでいます。子どもたちの
の様子が放映されていました。ちょうど「大好き商店街」
感想の中で良く出てくるのは、
「とにかく挨拶」という
こと。それができなければ何も始まらない。コミュニ
のコーナーに都倉生花店の紹介で私も出演していたんで
ケーション能力も大事で、人との付合い方ができない
すよ～。すごい偶然ですね（笑）
と社会人としては駄目ということを言われたというこ プログラム委員会
とです。どの講座でも言われたと多くの感想の中に書
本日はお忙しいところありがとうございます。よろしく
かれています。
お願い致します。
2 年生になると職場体験に行きます。中学生のお客様 ＳＡＡ一同（担当戸張会員）
が来る、社会を学びに来るのだから辛い現実を知って
佐藤先生お久しぶりです。お元気そうで。今日の卓話、
もらおうなど事業所によって対応は様々です。人付き
大変楽しみにしていました。宜しくお願い致します。
合いが苦手な子どもたちにとって、1 年生の時に受けた
親睦委員会一同
職業講話は大変糧になっております。10 年位前から職
中原中学校 佐藤先生ようこそ。
場体験が定着化し今では 30 から 40 の事業所の方にお
世話になっておりとても好意的に受入れてくれていま 「みんなニコニコ」
す。職業講話や職場体験など皆様の力を強いサポート
鈴木 次男 会員・若狭 滋則 会員・山本 剛 会員
をいただいています。頼ってばかりだといけないと思
山本
剛 会員・原
秀元 会員・工藤 和弘 会員
いますので、大人たちが子どもたちを見るという立場
小泉 正博 会員・髙木謙太郎会員・古越 孝男 会員
は一緒だと思いますので中学校側とギブアンドテイク
ニコニコボックス
本日
16,000 円 累計
174,000 円
という形でご協力いただければと思います。
記念日ニコニコ
本日
10,000 円 累計
25,000 円
職業講話の子どもたちの感想は「いい体験でした」
と必ず言います。子どもたちは固まって、微動だにせ
ず聞いていたと思います。皆様がどこで笑わせたら良 次回９月２４日の卓話予定
いのかわからないくらいだったと思います。決して興 横浜戸塚 RC 平山正義樣
味なく座っているのではなく、どう反応して良いか、 「ネパール・スリ・ジャナタ小学校の給食支援について」

卓 話 「職業講話と中学生」
佐藤 伸一 様（川崎市立中原中学校 教諭）

