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みなさん、こんにちは。本日も、多くの

みなさまに御出席いただき、ありがとうご

ざいます。また、お客様として、小柳様よ

うこそ例会にお越しくださいました。心より

歓迎いたします。今年の夏は、猛烈に暑

いと思ったら天候不順になり、９月に入

ると急に秋の気配を感じるようになりまし

た。みなさん、どうぞ健康管理に十分御

留意ください。 

 

 さて、前年度は、例会のテーマを「安

全・安心」とし、いろいろな分野の方に卓

話をいただきました。本年度は、「教育」

をテーマにしました。そこで、まず本日は、

副会長の夢川さんに卓話をお願いしまし

た。今後も、教育を幅広く考えて、広範

囲の方から卓話をしていただく予定です。 

 ところで、最近ある記事を新聞で読み、

興味を持ちました。それは、小学生の半

数以上が、学校のトイレでは大便をしな

いということです。はずかしいからという理

由のようです。昔は、そのようなこともあり

ましたが、今でもそんなことがあるなんて、

驚き、よろしくないなと思った次第です。 

 また、先日県庁へ行った時のことです。   

（次ページにつづく）

 

会長挨拶：中山登司男 会長 

会長：中山登司男、副会長：夢川善裕、幹事：黒須久雄 

例会日 毎週木曜日 12:30～13:30 （最終例会 18:00～） 

例会場 三高サロン 

事務局 〒346-0003 久喜市久喜中央 1-5-32 ツジヤビル 3F 

 

１． 開会点鐘 

２． お客様紹介 

３． 会長挨拶  

４． 誕生祝い 

５． 卓話 

６． 委員会報告 

７． 幹事報告 

８． 出席報告 

９． ニコニコ BOX 

１０． 閉会点鐘 

 

例会予告 他 

9 月 14 日（木）理事・役員会 

9 月 21 日（木）通常例会（三高サロン） 

9 月 28 日（木）夜間例会 (田口屋) 

10 月 05 日（木）通常例会・理事役員会（三高サロン） 

10 月 12 日（木）振替 ⇒14 日（土）夜間例会（きのえね） 

10 月 15 日（日）久喜市民まつり 

10 月 19 日（木）休会 

10 月 26 日（木）通常例会（三高サロン） 

 

9 月誕生祝い 林明会員 おめでとうございます 

母が 1０0 歳になりました。100 歳の方の撮影を 260 人！ 

型 

ウム・ヴェルト株式会社  

小柳 巧美 様 

リサイクル業をやっております。社

長は、春日部 RC。30 代は、春

日部青年会議所で活動をしてお

りました。今後、久喜 RC の皆様

といっしょにがんばっていきたいと思

っております。どうぞよろしくお願い

いたします。 
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午前１０時頃、男子トイレの大の方が、どこも満員でした。ちょ

っと不思議な感じもしましたが、ひょっとしたらこれは最近の食生

活のスタイルの変化によるものではないかなどと、私は勝手に仮

説を立てて推測した次第です。 

 きょうは、教育のことからトイレの話になってしまいましたが、私

の感じたことを話させていただきました。 

 

 

 

 

 

 

「幼稚園・保育園における子育ての現状」   

学校法人夢川学園 理事長 夢川善裕 

 

あけぼの東幼稚園 エンゼル東保育園 認定こども園あけぼの幼稚園 

（文部科学省） （厚生労働省） （内閣府） 

満 3 歳～就学前 ０歳～2 歳 0 歳～就学前 

◎子どもの資質は、幼稚園児・保育園児・こども園の

子どもで変わるものではない。 

◎親の意識と子育ての環境が大切。 

環境・・・園に入ってからその子供の取り巻くすべてのも

の 

ハード面・・・いくらでも良く出来る。 短時間→長時間

（子育て支援）、体力向上⇔安全面、食育 

ソフト面 ・・・先生（教諭、保育士、保育教諭の資質

やモチベーション） 

親の意識 ・・・ その子によってまちまち。家庭環境、

親の躾が大きく関わる。 

子育て支援の解釈が曖昧。親の就労支援＝子どもは

長時間親と離れる。子どもの利益＝親の負担が増える。 

◎少子化なのに保育所が足りない 

・子育て世代の母親が働く⇒親のつとめがおろそかにな

る。 

・家庭での躾や集団でのルールが理解できない。 

・核家族や少子化でコミュニケーションが確立できない 

・最近の子育てや親の考え方はまちまち「手のかかる子、

そうでない子、出来る子、そうでない子、外国人、日本

人、親が子に手をかけてあげられる子、そうでない子 

等々」⇒子どもの貧困につながりかねない。 

＊子育ての第 1 義的責任は家庭 

＊親の意識と子育ての環境が大切 

園の環境がいいからあそこに入れればなんとかしてくれる

だろうは、ダメ。親が子供を理解し、子育てや教育に関

心を持ち、色々な経験をさせ、社会性を身につけて、

生きる力（少しぐらいの事ではへこたれない心）を身に

付けさせて立派な大人に育てる。 

園と保護者、地域が理解、協力し合ってこれからの日

本を創っていく。

平成 27 年末 エコノミー投稿原稿 

今どきの子育て事情 

 当学園は、久喜市内で幼稚園と保育園を

経営しております。創立は昭和 30 年、地元

で 60 余年、幼児教育の歴史を刻んでまい

りました。昭和 42 年に個人立の幼稚園から

学校法人の幼稚園に寄附行為し、より公益

性の高い教育施設となりました。 

 私は、2 代目として園に勤めてから早 32

年、昭和の頃は子供の数も多く園児も沢山

いる大きな幼稚園でした。それが平成の時

9月 誕生日祝い 

倉持会員、桐ケ谷会員 

蓮実会員、林会員 

卓 話 

◆プログラム委員会◆ 

金沢利幸 委員長 
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代になり少子高齢化の波と共に、園児や保

護者の事情が大きく変わってまいりました。 

 まず保護者です・・・ゆとり教育をへて大方

の子どもが恵まれた環境の中で進学し大人

になり、結婚をして子どもをもうけて園に通わ

せています。 

 子どもたちはどうでしょうか。家庭では兄弟

がいるものの、地域では同じ年齢の子どもた

ちがとても少なく、集団で遊ぶことや年長の子

に遊んでもらうなどの経験がなくなっています。

親は子を大切に育てていますが、遊びのルー

ルを守ったり、我慢したり、頑張ろうとする生

きる力が希薄になりました。園では一億人総

活躍社会と名打って、労働力を確保するた

めに様々な施策を考えています。家庭では、

生活のレベルを下げてまで慎ましい生活をし

たくないので、共働きで稼ぐという風潮になっ

ています。女性が働くためには子どもを預ける

施設が必要なので、保育所や認定こども園

といった子育て支援の施設がもてはやされて

います。当学園では、頑張って、0歳から子ど

もを預かって、集団生活を経験させて、小学

校に繋げるための質の高い教育を行えばよい

わけではありません。これからの日本を背負っ

て立つ立派な大人に育てるためには、親の

意識と子育ての環境が大切です。今の子ど

もたちが大人になる時、ニートやフリーターに

ならずに、ちゃんとした職業について給料をも

らい税金を納め、結婚して子どもをつくってし

っかり育ててもらわなければ、日本の未来も

私たちの老後も立ち行かなくなるからです。だ

から、「しっかり子育てをして下さいね。」と私

共の保護者にはこのように言っている今日こ

の頃です。 

 

 

 

 

◆友好クラブ委員会◆  野口はやみ委員長 

毎年恒例のホタテの注文の受付けを致します。 

所定の用紙にて 9月 28日までにお申込みください。 

パッケージ 売価（税込）  

活ホタテ約2.0㎏ 詰 

( 約８～10枚) 

￥1,900 <価格据え置き> 

（当日 ￥2,100） 

発泡スチロール箱詰め保冷剤入り 

※ 当日一般に販売するものです 

活ホタテ約5.0㎏ 詰 

 ( 約20～25枚)  

￥ 3,500 <価格据え置き> 

（当日 ¥4,200） 

発泡スチロール箱詰め保冷剤入り 

※ お得なセットです 

ほたて旨めしの素 

２合用       

¥ 450 <価格据え置き> 

(当日 ¥ 600 ) 

例年好評の「炊き込みご飯」の素 

お米に加えて炊くだけ   

ほたてスープ 250g 
¥ 400 <価格据え置き> 

(当日 ¥ 500 ) 
これも例年大好評です 

ほたての佃煮 130g 
¥ 550 

(当日 ￥650) 
野辺地町漁協お勧めの一品 

◆会報委員会◆  高木 容 委員長 

（横書き）P.7~ロータリの友月間 より身近な『友』を目指して。 

P.10~『ロータリの友』の創刊は？1953 年 1 月。 

名付け親は？雑誌『主婦の友』からヒント。 

 

委員会報告 
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☆今日も例会出席ありがとうございます：中山登司男会長 

☆本日もよろしくお願いします： 

野原宏会員、野口はやみ会員、 

伴光治会員  

☆夢川さん、卓話よろしくお願いします： 

金澤利幸会員、木村光一会員、 

☆誕生祝いありがとうございます：林明会員 

☆お花をありがとうございました：島先良衛会員  

☆今日も例会出席ありがとうございます：中山登司男会長  

☆欠席のおわび：加藤久雄会員  

☆月々に月見る月は多けれど 月見る月は この月の月： 

福田喜美夫会員 （敬称略・順不同） 

本日の合計 27,000 円 

 

会員数 48  

免 除 9  

出 席 25  

Ｍ Ｕ 3  

欠 席 11  

出席率 71.79％ 

 

 

＜親睦旅行のご案内＞  

29年 10月 23日（月）~24日（火）1 泊 2 日   行先：長野県青木村 

＜9 月 例 会 のご案 内 ＞  

日 例会 卓 話 会 場 

14 休会 ＊ 理事・役員会 三高サロン 12:00～ 

21 通常例会 
卓話：四ツ釜雅彦氏  

「県・市における保育園・幼稚園の現状」 

三高サロン 

食事 12:00~点鐘 12:30～ 

28 夜間例会 
田口屋  点鐘 18 時～   

＊送迎＊ 久喜 au 前 17:00 発⇒あやめ会館 17:30 発 

＜今後の予定・その他＞ 

日 程 行 事 

９月 15日（金） ◎ロータリー・リーダーシップ研究会(RLI)パートⅡのご案内  

受付 9:00～ 点鐘 9:30～17:30（予定）  【会場】 さいたま市民会館おおみや 

10月 16日（月） ◎地区大会ポリオ撲滅チャリティーゴルフコンペのご案内  

【開催コース】 プレステージＣＣ 東・西コース 

【参加者】進藤会員、飯島会員、平澤会員、高橋会員    

10月 22日(日)～ 

3泊 4日 

フィリピン国際奉仕 PJ視察ツアーのご案内 

【申込み】 9 月 10 日まで  

10月 27日（金） 第７Ｇ合同親睦ゴルフ大会 

【開催コース】 桃里 C.C. 

10月 27日（金） ◎職業奉仕セミナーのご案内  受付 16:30～ 点鐘 17:00～20:20 

【会場】 浦和ワシントンホテル 【テーマ】 「そうじから生まれる力とは」  講師：小早祥一郎 

  

 

 

 

 

 

幹事報告 

ニコニコ BOX：SAA 新井 博委員長 出席報告：尾崎敏彦 出席委員

長 
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