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●司会  須山 文夫 ＳＡＡ 

●点鐘  伊藤 佳子 副会長 

●斉唱 「奉仕の理想」 

   ♪増田 昌美ソングリーダー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日本日本日本日ののののゲストゲストゲストゲスト紹介紹介紹介紹介                                竹田竹田竹田竹田    正和正和正和正和    副会長副会長副会長副会長    

卓話者卓話者卓話者卓話者    

        限定限定限定限定 NPONPONPONPO 法人法人法人法人    マナーキッズマナーキッズマナーキッズマナーキッズ    プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト    

                                                理事長理事長理事長理事長        田中田中田中田中    日出男日出男日出男日出男    様様様様    

                                                渉外部長渉外部長渉外部長渉外部長        深野深野深野深野    延樹延樹延樹延樹            様様様様    

    

来訪来訪来訪来訪ロータリアンロータリアンロータリアンロータリアンのののの紹介紹介紹介紹介            長倉長倉長倉長倉    連治連治連治連治    親睦委員長親睦委員長親睦委員長親睦委員長    

川崎川崎川崎川崎ＲＣＲＣＲＣＲＣ                                                    大田垣大田垣大田垣大田垣    耕造耕造耕造耕造    様様様様    

川崎川崎川崎川崎ＲＣＲＣＲＣＲＣ                                                        小口小口小口小口    和久和久和久和久    様様様様    

川崎中央川崎中央川崎中央川崎中央ＲＣＲＣＲＣＲＣ                                                谷口谷口谷口谷口    善規善規善規善規    様様様様    

会長報告会長報告会長報告会長報告                                                竹田竹田竹田竹田    正和正和正和正和    副会長副会長副会長副会長    

    

    

    

    

[[[[訃報訃報訃報訃報]]]]        

2007‐2008 年度地区ガバナーの亀ヶ谷 邦博さんが 

4 月 14 日にお亡くなりになりました。5 月 30 日(月) 

14 時～16 時に新横浜プリンス５Ｆにて「お別れの会」

を執り行う予定です。その際、お香典等はかたくお断り

ということです。平服にてお願いしたいとの事。 

お時間のある方は宜しくお願い致します。 

[[[[佐佐佐佐沼沼沼沼ＲＣＲＣＲＣＲＣ訪問訪問訪問訪問]]]]    

4 月 21 日(木),渡辺会長・鈴木幹事・増田エレクト・竹

田にて第 2520 地区佐沼ＲＣを訪問してまいりました。 

今後どのような支援をしていけばよいかを話してまい

りました。 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告                                                    鈴木鈴木鈴木鈴木    昇二昇二昇二昇二    幹事幹事幹事幹事    

[[[[御礼御礼御礼御礼]]]]    

神奈川県横浜赤十字血液センター所長 長島様より 

先日楽大師での献血に対しての御礼が届いております。 

[[[[差替差替差替差替ええええ]]]]    

前回の例会時に定款細則の差替え用紙をお持ちに 

なっていない方が 3 名おります。 

事務局もしくは私までご連絡をお願い致します。 

[[[[おおおお手紙手紙手紙手紙]]]]    

急啓急啓急啓急啓    初初初初めておめておめておめてお便便便便りりりり申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。 

    私私私私どもいわきどもいわきどもいわきどもいわき平中央平中央平中央平中央ロータリークラブロータリークラブロータリークラブロータリークラブはははは、、、、このこのこのこの度度度度のののの東東東東

日本大震災日本大震災日本大震災日本大震災でででで被災被災被災被災したしたしたした福島県福島県福島県福島県いわきいわきいわきいわき市市市市にございますにございますにございますにございます。。。。 

今尚余震今尚余震今尚余震今尚余震がががが続続続続くくくく中中中中、、、、ロータリアンロータリアンロータリアンロータリアンとしてとしてとしてとして地域復興地域復興地域復興地域復興にににに全力全力全力全力

をををを注注注注いでいるいでいるいでいるいでいる最中最中最中最中ですですですです。。。。しかししかししかししかし、、、、そのそのそのその活動活動活動活動もももも福島県福島県福島県福島県、、、、いいいい

わきわきわきわき市市市市というだけでというだけでというだけでというだけで全全全全てがてがてがてが原子力発電所原子力発電所原子力発電所原子力発電所からのからのからのからの放射性放射性放射性放射性

物質物質物質物質にににに汚染汚染汚染汚染されているというされているというされているというされているという風評風評風評風評にさらされにさらされにさらされにさらされ、、、、復興復興復興復興へのへのへのへの

第第第第３８３８３８３８期期期期    

会会会会    長長長長    渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫冨士夫冨士夫冨士夫    

副会長副会長副会長副会長    竹田竹田竹田竹田    正和正和正和正和    

                伊藤伊藤伊藤伊藤    佳子佳子佳子佳子    

幹幹幹幹    事事事事    鈴木鈴木鈴木鈴木    昇二昇二昇二昇二    
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大大大大きなきなきなきな妨妨妨妨げになっておりますげになっておりますげになっておりますげになっております。。。。事実事実事実事実、、、、商用商用商用商用などでなどでなどでなどで他県他県他県他県をををを

訪訪訪訪れるとれるとれるとれると、、、、入室入室入室入室をををを断断断断られるというられるというられるというられるという事象事象事象事象もももも報告報告報告報告されておりされておりされておりされており

ますますますます。。。。これらこれらこれらこれら風評被害風評被害風評被害風評被害をあげればをあげればをあげればをあげれば枚挙枚挙枚挙枚挙にににに暇暇暇暇がありませんがありませんがありませんがありません。。。。 

    願願願願わくばわくばわくばわくば貴貴貴貴クラブクラブクラブクラブにおかれましてもにおかれましてもにおかれましてもにおかれましても、、、、原子力被原子力被原子力被原子力被害状況害状況害状況害状況

へのへのへのへの冷静冷静冷静冷静なごなごなごなご判断判断判断判断のののの基基基基、、、、各会員各会員各会員各会員、、、、ごごごご家族家族家族家族、、、、おおおお知知知知りりりり合合合合いにいにいにいに

適切適切適切適切なるなるなるなる行動行動行動行動をををを促促促促していただきたいとしていただきたいとしていただきたいとしていただきたいと、、、、心心心心よりおよりおよりおよりお願願願願いいいい申申申申

しししし上上上上げるげるげるげる次第次第次第次第ですですですです。。。。    貴貴貴貴クラブクラブクラブクラブのののの益益益益々々々々のごのごのごのご活躍活躍活躍活躍をおをおをおをお祈祈祈祈りりりり

致致致致すとともにすとともにすとともにすとともに、、、、今後今後今後今後のごのごのごのご協力協力協力協力、、、、ごごごご指導指導指導指導をををを賜賜賜賜りますようりますようりますようりますよう、、、、

重重重重ねておねておねておねてお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。    

 

いわき平中央ＲＣよりのお手紙 

出席報告出席報告出席報告出席報告                                            岩﨑岩﨑岩﨑岩﨑    寛寛寛寛    出席出席出席出席委員長委員長委員長委員長    

メークアップメークアップメークアップメークアップ    

林鶴林鶴林鶴林鶴    会員会員会員会員・・・・竹田正和竹田正和竹田正和竹田正和    会員会員会員会員・・・・横山俊夫横山俊夫横山俊夫横山俊夫    会員会員会員会員    

岩﨑寛岩﨑寛岩﨑寛岩﨑寛    会員会員会員会員・・・・石渡勝朗石渡勝朗石渡勝朗石渡勝朗    会員会員会員会員・・・・小林勇次小林勇次小林勇次小林勇次    会員会員会員会員    

スマイルレポートスマイルレポートスマイルレポートスマイルレポート((((ニコニコボックスニコニコボックスニコニコボックスニコニコボックス))))伊藤佳子伊藤佳子伊藤佳子伊藤佳子    副会長副会長副会長副会長    

川崎川崎川崎川崎ＲＣＲＣＲＣＲＣ    大田垣大田垣大田垣大田垣    耕造耕造耕造耕造    様様様様    

本日はお世話になります。 

川崎中央川崎中央川崎中央川崎中央ＲＣＲＣＲＣＲＣ    谷口谷口谷口谷口    善規善規善規善規    様様様様    

メイクにまいりました。清水が大変お世話になっており

ます。 

島岡島岡島岡島岡    榮基榮基榮基榮基    会員会員会員会員    

田中理事長のお話が再び拝聴できますのでででで。。。。    

野沢野沢野沢野沢    隆幸隆幸隆幸隆幸    会員会員会員会員    

クラブ三役の方をはじめ、佐沼ロータリークラブへ震災

お見舞いに訪問された方、ご苦労様でした。 

鈴鈴鈴鈴木木木木    昇二昇二昇二昇二    幹事幹事幹事幹事    

・田中樣、マナーキッズについてご指導お願いします。 

・家内にお花頂きました。有難う御座います。 

竹田竹田竹田竹田    正和正和正和正和    副会長副会長副会長副会長    

・田中樣・深野様ようこそ大師へ‼ 

本日は卓話よろしくお願いします。 

    

伊藤伊藤伊藤伊藤    佳子佳子佳子佳子    副会長副会長副会長副会長    

・本日は渡辺会長の代理をする事に成り今からドキドキ

しております。 

本日本日本日本日ののののニコニコニコニコニコニコニコニコののののテーマテーマテーマテーマ    

「「「「田中樣田中樣田中樣田中樣、、、、マナーキッズマナーキッズマナーキッズマナーキッズ    プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトとはとはとはとは？」？」？」？」    

長倉連治長倉連治長倉連治長倉連治・・・・沼田直輝沼田直輝沼田直輝沼田直輝・・・・水口衛水口衛水口衛水口衛・・・・矢野清久矢野清久矢野清久矢野清久・・・・炭谷博功炭谷博功炭谷博功炭谷博功    

大藪善一大藪善一大藪善一大藪善一・・・・牛山裕子牛山裕子牛山裕子牛山裕子・・・・船木幸雄船木幸雄船木幸雄船木幸雄・・・・増田昌美増田昌美増田昌美増田昌美・・・・谷澤幹男谷澤幹男谷澤幹男谷澤幹男    

鈴木節夫鈴木節夫鈴木節夫鈴木節夫・・・・竹中裕彦竹中裕彦竹中裕彦竹中裕彦                                各会員各会員各会員各会員    ¥¥¥¥39,00039,00039,00039,000    

委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告    

新睦活動委員会新睦活動委員会新睦活動委員会新睦活動委員会                            長倉長倉長倉長倉    連治連治連治連治    新睦委員長新睦委員長新睦委員長新睦委員長    

6 月 15 日(水)、恒例の一泊移動例会を行うことに決定致

しました。場所は千葉勝浦ホテル三日月です。 

当日川崎より送迎バスが用意されていますのでご利用

下さい。 

卓話者卓話者卓話者卓話者のののの紹介紹介紹介紹介                                            島岡島岡島岡島岡    榮基榮基榮基榮基    会員会員会員会員    

ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法人法人法人法人    マナーキッズマナーキッズマナーキッズマナーキッズ    プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト    

理事長理事長理事長理事長    田中田中田中田中    日出男日出男日出男日出男    様様様様    

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 8 年  

早稲田大学テニス部小学生テニス教室が原点 

平成 16 年 

財団法人日本テニス協会 

マナーキッズテニスプロジェクト立ち上げ 

平成 19 年 

ＮＰＯ法人マナーキッズ プロジェクト設立 

卓話卓話卓話卓話    

年末に行われている全国大会（文部科学大臣杯）でマナ

ーキッズ大使を選び昨年まではウィンブルドン今年は

アメリカへ派遣します。大使の選考基準は優勝でなくマ

ナー及び感想文の特典が重要です。この大会には 450

名の参加がありマナーなどの審査を行ないます。 

    会員数 対象者 出 席 欠 席 出席率 

1857 回 65 56 32 24 57.14% 

1855 回 65 55 32 23 58.18% 

前々回の修正メークアップ   6 名 修正出席率          69.09% 
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元々はテニス協会で行っていましたが現在はサッカ

ー・ラグビー・バスケットなど様々な協議に広がり現在

57000 名が参加している。 

教室の内容はまず、生徒全員に自己紹介をしてもらう。 

全国何処でもそうですが、姿勢は悪く声が小さい。 

その後小笠原礼法鈴木万亀子師範が正しいお辞儀・挨拶

の仕方を指導してくださいます。 

ショートテニスをしながら 90 分間挨拶の練習も繰返し

練習します。子供は１０分毎に姿勢が良くなり声も大き

くなっていき変化します。子供は教えれば変わることが

出来る、礼儀正しさのＤＮＡはまだ残っていると確信し

ています。 

 

子供がプレーしている間保護者に対しても小笠原流礼

法鈴木総師範の講話があります。「朝起きて誰が一番先

に声をかけますか」の質問を親にします。ほとんどの方

が親から子供に声をかけると答えます。 

挨拶というのは目下から目上にするものですから子供

から敬語で言わせるようにし親は仕事の途中でも手を

止め子供の顔をみて返事を返す。これが理想です。 

[[[[朝朝朝朝にににに見見見見てててて昼昼昼昼にはにはにはには呼呼呼呼びてびてびてびて夜触夜触夜触夜触れてれてれてれて確確確確かめおかねばかめおかねばかめおかねばかめおかねば子子子子はははは消消消消ゆるものゆるものゆるものゆるもの]]]]    

 

日本の教育現場も目下・目上の重要を感じる。 

目上に対する正しい挨拶をするように指導（園児に対

し）その方が園児は礼儀作法を身につけるようです。 

「「「「三三三三つつつつ子子子子のののの魂魂魂魂、、、、百百百百までまでまでまで」」」」    

 

愛情豊に育ったお子さんはストレスに強い、いじめにあ

っても耐えることが出来ると学術的にも証明されてい

る。ねずみの実験結果から 

・幼少期に母親の十分な愛情を受けたねずみは成長後 

行動が落着き過敏に攻撃をしたり怖がったりしない。 

・ストレスを受けてもそれに抗う力がつく。 

・高齢期になっても認知機能が低下しにくくなる。 

また、部屋の中でゲーム遊びばかりで時間・空間・仲間

の３つの「間」がないことから運動の機会が減っている

といわれている。そのことから体力・運動能力は低下の

一途を辿っているがそれだけでは済まずに言語機能、知

能にも影響がでる。子供の体力・運動能力の低下に歯止

めをかける必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学校授業として取上げられ２８都道府県において 

142 小学校・幼稚園で採用されております。 

平成 22 年度全国で初めて品川区が予算化しました。 

全国何処でも中学生のマナー指導にご苦労されており

ます。校長先生が演壇に立っても生徒は座ったままです。 

話を聞いていない生徒も多い。女子中学生の中には股を

開いて座っているものもいました。中学生はある意味で

は既に大人の領域に入っています。彼らにどのようにマ

ナーを教えるのか考えておりました。品川区の 7 年生対

象に 2 校開催しました。１校は何を言っても言うことを

聞いてくれません。一列に並ばせるだけで５分掛かりま

す。中学生にはマナーキッズテニス教室を体験していた

のです。幼稚園・小学校と遂次マナーキッズ教室を授業

として取り入れていけば中学生になった時点で変化し

ていると期待しています。 

 

マナーキッズテニス教室は 29 都道府県 159 小学校・幼

稚園に於いて体育・道徳関連授業に採用されましたが、

その中、38 小学校は北九州地区です。校長先生の口コ

ミでどんどん広がっております。福岡県遠賀郡岡垣町は

人口5万人の町ですが全5小学校の全校生徒がマナーキ

ッズテニス教室を受講しました。そうなりますと行政の

方も何とか変わらなければということで平成 21 年 11

月 11 日に町役場の人を中心に「行政サービス上のマナ

ー」という演題で鈴木総師範が講話されました。岡垣町

ぐるみで「挨拶運動」に広がることを期待します。 
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日本の何処の小学校においても不審者の校内侵入によ

る暴力事件から、見知らぬ人には挨拶をしないよう指導

しているとのこと。そうすると子供は俯き加減に歩くよ

うになる。そうでなく町中の人が挨拶をすることで子供

達が胸を張って歩けるようにしたい。 

 

最後に、我々の活動は「太平洋のゴミ拾い」といわれて

おりますが「琵琶湖のゴミ拾い」になるためにはもっと

マナーに対する国民的関心を呼び起こすことも欠かせ

ません。そのためにもマナーキッズが全スポーツ、文化

活動に行き渡る必要があります。 

かつて我が国を訪れた世界各国に人々は日本の礼儀正

さ立ち居振る舞の素晴らしさに感嘆の声をあげたとの

ことです。何故このように変わってしまったのでしょう

か。ここ 100 年の間に 3 回即ち明治維新・敗戦・バブ

ル期、日本の伝統的な良さをなくしてしまった当然の帰

結という見方もあります。100 年の間に 3 回もその国の

良さをなくしてしまった国は他にないようです。 

また、戦後民主主義の教育を受けた世代があらゆる分野

あらゆる所において指導的役割を担う時代を迎えてお

りますが子供の幼児期、児童期に「躾」「基本マナー」

という大事なことに家庭・幼稚園・学校そして地域社会

が戦後以来ずっとなおざりにしてきたこともマナーの

乱れの一因ではないでしょうか。 

百数十年の間に 3 回、日本の伝統的な良さを否定した

「つけ」がまさにきているわけで並大抵ではありません

がスポーツ・文化などいろんなところで種を蒔きマナー

に対し関心を持つ。マナーキッズを通じて子供が変わる、

指導者のシニア、学生も変わる、保護者、先生も変わる、

コミュニティも変わる。時間はかかりますが実行すれば

人は必ず変わると確信しております。 

ロータリアン皆様方のご支援を切にお願い致します。 
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                     例会例会例会例会出席出席出席出席    

                 

 

 

南南南南三陸三陸三陸三陸被災地被災地被災地被災地のののの写真写真写真写真    

 

 

 

 

 

 

 

 

次回 5 月 18 日（水）の例会 

卓話 

川崎ロータリークラブ 

白井 勇 様 

「職業を通した社会奉仕のあり方等について」 

 

クラブ会報委員会：村石庄作／水口衛／秦琢二 


