
KUKI R.C. WEEKLY   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長：中山登司男  副会長：夢川善裕  幹事：黒須久雄 

例会日：月 2回木曜日 12:30～13:30 （夜間例会 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． 委員会報告 

５． 幹事報告 

６． 出席報告 

７． スマイル報告 

８． 閉会点鐘 

例会予告 他 

11月 12日（木）休会 

11月 13日（金）菖蒲産業祭 

11月 09日（木）通常例会 

11月 11日（土）地区大会 1日目 

11月 12日（日）  〃    2日目 

11月 16日（木）振替 

11月 23日（木）休会 ＊勤労感謝の日 

11月 30日（木）職場訪問 鷲宮神社  

卓話：正司先生による懐かしい紙芝居 

お客様紹介：夢川 会長エレクト 

新久喜総合病院 院長 

岡崎 幸生 様 

 

ウム・ヴェルト株式会社 

小柳 巧美 様
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皆様こんにちは。本日も、例会に御出席くださりありがとう

ございます。そして、お客様の埼玉東萌短期大学教授庄司

あきよし様、この後卓話をよろしくお願いいたします。それから、

新久喜総合病院院長岡崎幸生様、ようこそ久喜ＲＣの例

会においでくださいました。また本日は、幹事の代役を天野さ

んが務めてくれます。よろしくお願いします。 

 さて、先日の久喜市民祭りでは、一日中雨が降ってしまい

ました。そかし、大勢の人が出て無事終了しました。野辺地

ＲＣのメンバーも、ホタテなどの特産品が早くに完売し喜んで

おりました。北陽高校の生徒さんたちに手伝ってもらった人形

すくいは、今年も子供たちに大人気でした。昨年の米山留

学生、代莉さんも久しぶりに来てくれました。改めまして、皆

様の御協力に感謝いたします。 

 そして、超大型の台風のあおりを受けて、我がクラブで計画

していた親睦旅行が、

中止となってしまいまし

た。実施に向けて御尽

力いただいた親睦委員

会のみなさんや、楽しみにしていたメンバーのみなさんには残

念なことでした。 

 そもそも、多くの人を集めて屋外で行うイベントでは、天気

の動向が気になるものです。私は、役場に勤めていた頃に、

町民体育祭の日の天気のことなどで、いろいろな体験をした

ことを今でも思い出します。 

 ともあれ、我が久喜ＲＣは、メンバーのみなさんと楽しく協

力しあって、これからも「社会にとって良いこと」をやっていきた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

紙芝居が育てるいのちと生きる力 －三つ子の魂百まで－ 

 

埼玉東萌短期大学 幼児保育学科  

学科長・教授  正 司 顯 好  

  

 

幼児教育における紙芝居の果たす役割について考えます。

アンデルセン、グリム、イソップ等の童話は海外から入ってきた

文化ですが、紙芝居は昭和５年頃、街頭紙芝居として日

本で誕生しました。自転車の後ろに積んだ舞台で水飴などを

売りながら、手作りの紙芝居を空地や道端などで演じる街頭

紙芝居は、当時全国的に広がりをみせていました。当時は

娯楽の色彩が強いものでしたが、時代の流れの中で国策紙

芝居に利用されたりもしました。やがて教育紙芝居が優れた

紙芝居作家たちによって作られるようになりました。紙芝居は、                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

これまで約 90 年の歴史を持つ日本固有の児童文化財で

す。 

 初めて紙芝居を見た海外の絵本作家たちは、強い興味と

関心と興味を示します。フランス、スペイン、ドイツ、インド、中

国、韓国、ベトナム等世界各国で紙芝居の講座や研究会

が開催されていますが、海外の絵本作家や編集者、研究者

たちは、紙芝居の実演者に対して「今、あなた魔法をかけた

でしょう！」などと驚きの声を上げます。絵本は、絵と文字が

同じページに描かれ背表紙で閉じられているのに対し、紙芝 

 

会長挨拶：中山登司男 会長 

卓 話 

野原 宏 会員 
正倉 勝治 会員 
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居は、表が絵で、裏が文字（脚本）になっており、1枚1枚

バラバラの形式になっています。紙芝居のような児童文化財

は見たことがないので「是非、自分も作ってみたい」と言う海

外の絵本作家も少なくないのです。 

今年度の紙芝居による地域貢献として演じ方を学び、作

品理解を深め、参加者が意見交換し交流する場として紙 

芝居サミットが文化庁、埼玉県、埼玉県教育委員会、全埼 

 

玉私立幼稚園連合会、埼玉県文化団体連合会等の後援

をいただき埼玉東萌短期大学（本学）で開催されました。

これからも幼児教育の現場で保育者から子どもたちに手渡さ

れた言葉と感動は、心の財産になり生きる力につながること

でしょう。紙芝居は、そこでも大きな役割を果たせる児童文

化財だと考えます。 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

＜1週間の報告＞ 

◎地区大会記念ポリオチャリティゴルフコンペ 

【日 時】 10月 16日（月）  

【場 所】 プレステージ CC 東コース・西コース 

【参加者】 進藤会員、飯島会員、平澤会員、高橋会員 

◎フィリピン国際奉仕プロジェクト視察 【日 時】 10月 22日（日）～ 【参加者】 高橋会員、横山会員 

◎久喜 RC親睦旅行  【日 時】 10月 23日（月）～24日（火）1泊 2日 長野方面 

台風の為、中止（延期）。 春ごろに、同じ企画にて、行く予定。 

＜例 会 のご案 内 ＞  

月 日 例会 卓 話 会 場 

１１

月 

2 休  会  

９

（木） 
通常例会 

1１月誕生祝（多田会員、松崎会員、田村会員） 

卓話： 久喜警察署長 平井幸男 様 

三高サロン 

食事 12:00~点鐘 12:30～ 

16 
振 替  

⇒ 

国際ロータリー第 2770地区 2017-18年度地区大会 

11月 11日（土）浦和ロイヤルパインズ 

12日（日）さいたま市文化センター（大ホール） 

 【記念講演】 櫻井よしこ 16時 45分～ 

23 休  会 （祝）勤労感謝の日 

30

（木） 
移動例会 職業奉仕委員会  鷲宮神社 訪問 食事 12:00~点鐘 12:30～ 

幹事報告 

ありがとうございました。 
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本日(10/14)合計 23,000円 

 

 本日(9/21) 

会員数 48 

免 除 13 

出 席 23 

Ｍ Ｕ 7 

欠 席 6 

出席率 83.33 ％ 

 

＜今後の予定・その他＞ 

日 程 行 事 

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  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 

◎理事・役員会 

【日 時】 11月 16日（木） 12時~食事 12時 30分～開始 

【場 所】 三高サロン 

 

ロータリーレート 10月  1 ドル＝112円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆中山会長、林会員：岡崎先生、正司先生、ようこそ久喜 RC へ 

☆金沢会員：正司先生、本日はありがとうございます 

☆天野会員、冨田会員：いつもお世話になります 

☆高木(学)会員、会員伴会員、平澤会員、 

正倉会員、野口会員：本日もよろしく（敬称略・順不同）

 

スマイル報告：SAA 新井 委員長 

出席報告：尾崎敏彦 委員 

◎社会奉仕委員会 

福田喜美夫 委員長 

 

久喜市菖蒲産業祭 

11月 3日（金）祝日 

9 時～15 時 ＊雨天決行 

【場 所】 あやめ公園 

＊準備は８時～ 

ご協力お願いいたします！ 

手焼きせんべい 

チャリティー販売 １００円 
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