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本日の行事予定 (2016 年 9 月 2 日) 

第 3075 回例会 

≪ガバナー補佐訪問例会≫ 

 
先回の記録 

第 3074 回 ’16 年 8 月 26 日（金）晴れ 

卓話担当：遠山孝義君 

     （代理）服部則仁君 

講  師：特定非営利活動法人 

放課後のおうち 理事長 谷口雅子氏 

演  題：「津島で育つ・ 

津島が育てる子ども達」 

ロータリーソング 「津島ロータリークラブの歌」 
ソングリーダー 伊藤誠君 
ゲ ス ト 津島東高校インターアクトクラブ 
       顧問 吉田進先生、園田綺美先生 

        部員 東夏梨さん、石原世那さん、
小川奈那さん、影山夢生さん、
川島慶次さん、杉浦歩さん、
立松駿さん、坪内君斗さん、
西崎亜衣子さん、山田晴日さ
ん(50音順) 

会 員 総 数  67名    8月 5日例会分訂正 
出席免除会員  22名    欠 席 会 員    14名 
本日出席会員  52名    MAKEUP会 員     5名 
本日の出席率  77.61％  訂正出席 率  98.31％ 
超 過 報 告 鈴木吉男君(地区内クラブ国際奉
仕委員長会議)、浅井彦治君、堀田力男君、伊藤基
君、伊藤哲朗君、加藤隆朗君、佐藤敬治君、杦田
勝彦君、鈴木吉男君、田中正明君、寺島淳一君、
山田勝弘君(第 3 回役員・理事・委員長会議)、田
中正明君(地区ロータリー財団セミナー) 

 
会長挨拶 

浅井彦治会長 

 世界平和を目標とするロータリーのプログラム

の中で青少年の健全育成は非常に重いものがある

と思われます。その中の代表的なプログラムがイ

ンターアクトです。 

インターアクトは 12～18 歳までの青少年が集

まって活動するクラブです。学校または地域社会

を中心にクラブを結成します。会員は、仲間と楽

しく活動しながら奉仕プロ

ジェクトに参加し、世界や社

会についての視野を広げま

す。1962 年に発足して 2016

年 5月 27日現在 20,238クラ

ブ、46 万 5,474 人の会員を

擁しています。 

インターアクトクラブは

年に 2 回以上、奉仕プロジェクトを行います。1

つは地元地域のための活動、もう 1 つは国際理解

を深めるための活動。 

ロータリーのスローガンは「各ロータリアンは

青少年の模範」とあります。謹んで青少年指導の

資格を養うことと、共に生活をすることによって

指導するということです。 

 
幹事報告 

田中正明幹事 

 本日、インターアクト

クラブの例会が津島東

高校にて午後 4 時より

開催されます。メイキ

ャップになりますので

ご参加ください。 

  （※津島ＲＣ例会出席をＩＡＣ例会に変更、 

  4時からの例会は中止になりました） 

 本日、ガバナー公式訪問例会のご案内をお配

りさせていただきました。大勢の皆様のご参

加をお願いいたします。 

 再度のご案内です。来週はガバナー補佐訪問

例会ですので、例会終了後にクラブ協議会が

行われます。役員・理事・委員長と入会 1 年

未満の方が出席対象になります。クラブ計画

書等の準備をよろしくお願いいたします。 

 今月のロータリーレートは 1 ドル 102 円のま

まです。 

 



     

 

- 2 - 

第 3075 回例会                                                               

ニコボックス報告 第 3074回分 

山本達彦ニコボックス副委員長 

浅井彦治会長、加藤則之副

会長、田中正明幹事 ①特

定非営利活動法人「放課後

のおうち」理事長の谷口雅

子氏をお迎えして。②イン

ターアクトクラブの皆さ

んをお迎えして。③（体調

不良のため欠席の）遠山孝

義君代理の服部則仁君、本日の卓話よろしくお願

いします。 

浅井彦治君 高木さん、出会いがしらの「37」お

めでとうございます。 

加藤則之君 松崎先生にお世話になりました。 

浅井賢次君 ①生き甲斐のロータリークラブに出

席できるようになり、毎回が楽しみです。②イン

ターアクトクラブの皆さん、ご苦労様。ますます

のご活躍を祈ります。 

伊藤哲朗君、山田章博君、山本達彦君 近火お見

舞いお礼申し上げます。 

生田達一君、伊藤哲朗君、伊藤祥文君、稲垣宏高

君、後藤亨君、佐藤敬治君、杦田勝彦君、寺島淳

一君、服部貴君、服部則仁君、堀田力男君、山田

公男君、余郷利彦君 インターアクトクラブの皆

さんをお迎えして。 

高木輝和君 ロータリーゴルフ、優勝しました。

ハーフ 37 でまわりました。一生に一度でしょう。

伊調さんと同じように 4連覇めざします。 

鈴木吉男君 先日、ガンの告知を受

けました。生前は皆様いろいろとお

世話になりました。皆様さようなら。 

－出雲殿提供。 

野々山勝也君 高木さんのハーフ

「37」に「アッパレ」をあげます。 

篠田廣君 ①高木さん、昨日のロータリーゴルフ

でハーフ 37、おめでとうございます。また、ごち

そうさまでした。②ロータリーゴルフで入賞しま

した。 

坂井裕君 高木さんのゴルフのスコアには敬服し

ました。 

滝川林一君 ①ロータリーゴルフ、高木さん連覇

おめでとうございます。②篠田さん、三谷さんに

大変お世話になり、ありがとうございました。 

中野義光君 昨日、余郷さんにお世話になりまし

た。津島警察の長田部長、柔道の下崎先生、富田

所長も感謝しておられました。 

児玉昭君、山田勝弘君、吉田

康裕君 その他。 

 

 

 

 

 

卓 話 

卓話担当：遠山孝義君 

     （代理）服部則仁君 

講  師：特定非営利活動法人 

放課後のおうち 理事長 谷口雅子氏 

演  題：「津島で育つ・ 

津島が育てる子ども達」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自己紹介 

私は名古屋市緑区で生まれ育ち、結婚を機に愛

西市へ。その後娘 2 人が小学生になった時に、学

童保育が充実している津島市に転居し、12年目に

なります。学童保育の父母会長を 5 年間努め、娘

たちが卒業した後も東小学校のなかよしクラブ、

津島市学童保育連絡協議会の事務局として学童保

育事業にも関わり続けています。 

特定非営利活動法人「放課後のおうち」は、津

島市の学童保育事業充実のために平成22年4月に

立ち上げました。現在は津島市内 8 学童保育所の

指導員の雇用主として、およそ 50名程度の雇用・

給与に関わる事務を担い、各クラブの役員負担の

軽減につながっています。また、学童保育に通う

子ども達だけではなく、地域の親子向けにけん玉

のイベントを開催したり、教育委員会主催の「つ

しまおやこワクワク体験フェスティバル」に出展

したりしています。 

他には、津島市の市民協働にもルール作り策定

委員会から委員として参加し、今年 3 月に初めて

開催された「つし丸ビュッフェ」では実行委員長

も務めさせていただきました。今後も様々な市民

活動団体と協働しながら、津島市に住んでてよか

ったな、と 1 人でも多くの方に思ってもらえるよ

うな活動を続けていきたいです。 

最近では、「つしまこども食堂」を立ち上げ、

フェイスブックで繋がった方々とともに、月１回

程度のペースで開催しています。 

「こども食堂」は一般的な認識として「貧困家庭」

とか「孤食」の子ども達のための食堂と思われが

ちですが、それだけのためではなく、「地域の居

場所として」、「子どもが１人で入れる食堂」で

す。子どもだけではなく、親子連れも、若い人も

お年寄りも誰でも来ていい地域の居場所です。 

生きづらさを抱えて毎日を必死で生きている人

たちに、ほんの少しでも「ほっとできる居場所」

を提供することができれば、という思いがありま

す。もちろんそこには、誰にも助けを求めること
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ができない子ども達もいます。まずは「こども食

堂」という存在を知ってもらい、子どもたちが置

かれている環境や、地域の繋がりなどについて考

える機会や時間を増やしてもらうこと、関心を持

ってもらうきっかけになればいいと思っています。 

 

学童保育とは 

学童保育とは一般に親が就労している等の理由

で、小学生が放課後や学校の長期期間休業中に利

用する施設のことで、法律上は「放課後児童クラ

ブ」と呼ばれています。その役割は「共働き家庭

や母子・父子家庭の小学生の子ども達の毎日の放

課後（学校休業日は 1 日）の生活を守る場」かつ

「親の働く権利と家族の生活を守る場」と定義さ

れています。学童保育はただ単に子どもを預ける

だけの場所ではありません。子ども達にとって「第

二の家庭」「放課後のおうち」と呼ばれる生活の

場です。 

学童保育の指導員は、常に子どもたちを養護し、

ケアし、教育し、毎日の関わりを省みながら、子

ども達を見守ってくれています。そしてそれは子

どもたちの「非認知能力を高める」ことにつなが

っています。 

 

非認知能力を高める 

「非認知能力」とは、向上心、忍耐力、意欲、自

信、協調性、粘り強さ、計画性、自分の状況を把

握する力、リーダーシップ、素早く立ち直る力な

ど対人スキル、コミュニケーション能力、自己管

理能力のことを指し、“人生の質を向上させるの

に重要な”スキルのこと。ペーパーテストで測る

ことができる「認知能力」に対して、“学力”で

は測れない協調性や忍耐力、計画性、心身の健康

などの“生きるためのスキル”です。人は「非認

知能力」を土台として、「認知能力」を伸ばし、

「応用力」を獲得していきます。社会的成功にも

つながるという、非認知能力の高さは、その後の

人生の学力向上や所得の増大、犯罪率の軽減など

につながるとされています。それを裏づける海外

の研究成果があり、諸外国でも、幼児教育の重要

性に対する認識が高まっています。 

非認知能力が豊富な子どもは、自身の意欲で計

画を立て、興味をもって取り組み、試行錯誤を重

ねてより良い方法を見つけ、自身のスキルを高め

ていくことができます。1 人の力ではできないこ

ともみんなで協力し合って達成へと導くことがで

きます。認知能力だって、自身の力で伸ばしてい

けます。つまり、非認知能力とは“生きる力”の

こと。 子どもが自分の力で人生を切り開いていく

ために必要な資質といっても過言ではありません。

また、恵まれない家庭の子どもは、非認知能力が

低くなる傾向があるものの、幼児期の教育を改善

し非認知能力を高めると、その後の人生も成功し

やすくなるという研究結果もあります。その方が、

思春期や成人になってからの職業訓練や教育など

の支援をするよりも、経済的な効率性と社会的な

公平性が叶うとも言われています。そんな非認知

能力を高めるために一番大切なのは「自己肯定感」

です。 

自己肯定感が身につくと、子どもは自分に自信

がつく。すると長所や才能をどんどん伸ばせるよ

うになる。さらに、失敗を恐れずにチャレンジで

きるようにもなる。心に余裕が生まれ、人間関係

をうまく築けるようにもなる。つまり、自己肯定

感は学力を伸ばすために欠かせない要素なのです。

学力を伸ばすことだけが子どもの教育ではありま

せん。子育ては、心身両面にわたる総合的な人間

形成のプロセスです。 

勘違いされやすいのですが、自己肯定感を育て

るために必要なのは、「ほめる」のではなく「認

める」ことです。「ほめられる」ことでは自己肯

定感は育ちません。「ほめられなかった自分」に

価値を見失うからです。ありのままの自分を認め

てもらうことで、自分自身を価値ある存在と思え

るようになります。他人と比べることなく、失敗

をしても、ありのままの自分を認められる、大切

にされることこそが、自己肯定感に結びついてい

きます。 

人格形成に一番大切なのは幼児期から学童期ま

でです。自分自身が大切にされる体験から他人を

大切にする心が育ちますし、個人だけではなく子

どもが育つ環境を周りの大人が大切にすることが、

大人への信頼を育てることに繋がっていきます。 

 

津島で育つ・津島が育てる子ども達 

子どもは親の鏡といいます。

親だけではなく周りの大人の言

動も子ども達は見ています。大

人が自分たちの地域を卑下する

のを見て育つと、子どもも地域

を大切にできません。故郷を誇

りにも思えず、魅力を感じるこ

ともできず、早く都会に出たい

と思うようになってしまいます。そうならないた

めには、大人である私たちが地域を愛し、地域を

大切にしていく姿勢を見せることが大切です。 

子ども達は、大人の言動を本当によく見ていま

す。お祭りなどの行事の時だけではなく、日常生

活においても、近所の方々と協力しながら地域を

大切にしていく大人の姿を見ることで、子ども達

も地域に対しての信頼が生まれ、愛着がわきます。

そんな子ども達を地域全体で温かく、時には厳し

く見守り、豊かな経験ができる場所やほっとでき

る居場所があり、困ったときにはちゃんと手を差

し伸べられるような仕組みを作って、大切に育て

ていくことが地域の活力となっていきます。 

そして子ども達は、自分たちを大切に育ててく

れた地域を、大切に思う大人に育っていくことが
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次回例会 

 第 3076 回 ’16 年 9 月 9 日（金） 

卓話担当：片岡 鉄君 

演  題：「自分の健康管理」 

お知らせ 

■ガバナー公式訪問例会（あまＲＣ合同） 

  と き：9月 23日(金) 12:30～ 

  ところ：名鉄グランドホテル 11階 

できます。結果として、津島で育った子ども達が、

津島で就職し、津島で家庭を持って子育てをし、

次世代に津島市の良さを伝えていくことができる

ようになります。 

 

そして、津島を育てる大人達へ 

若者が津島市で働くためにどうしたらいいのか

を考えてみました。このようなそうそうたるメン

バーの前では子どものたわごとにきこえるかもし

れませんが（＾＾； 

たとえば、地元の会社を知ってもらうために、

地元学生向けの地域企業のみの就職説明会を開催

してみてはどうでしょうか。世界に誇れる技術や

商品を持っていても一般市民が知らない会社は多

数あるはずです。それを地元の学生たちに伝えて

いくことで、若者不足の会社で後継者が見つかる

かもしれないし、他の市町に優秀な人材が流出す

るのを防ぐことができます。 

また、若者にとっても地元企業に就職すること

で、通勤時間が短縮され、地域活動に参加するき

っかけになります。時間に余裕ができ、同級生の

繋がりが途絶えないことで、コミュニティや消防

団などの活動にも参加しやすくなり、地域の活性

化にもつながるでしょう。天王祭や秋まつりなど

にも積極的に参加できるよう、準備期間には「祭

り休暇」を設けたりすることで地域の祭りの担い

手を育てていくことも可能になるのではないでし

ょうか。 

私たち大人が地域を愛すること、そして行政・

地域が一体となった「切れ目のない」「壁のない」

「大人の都合ではない」子育て支援こそが、津島

市の地域活性化を促し、少子高齢化に歯止めをか

けるために一番重要だと考えています。 

 
青少年奉仕委員会 

伊藤基青少年奉仕委員長 

 津島東高校インターアクト

クラブ顧問の吉田進先生、園田

綺美先生と 10 人の部員が例会

に出席しました。インターアク

ト旗を掲げ、「インターアクト

の歌」を歌ったあと、代表がス

クリーンの映像を見せながら

活動報告をしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な活動】 

10月  赤い羽根街頭募金 

クリーンボランティア 

ワールドフード＋ふれ愛フェスタ 

しらさぎふれあいフェスタ 

つし丸まつり 

12月   いきいきウォーキング in 神守 

津島市内のハザードマップ作り 

しらさぎもちつき大会 

蛭間小学校放課後子ども教室 

2月  つしまおやこワクワク体験フェスティ

バル（バルーンアート） 

3月   地区ライラセミナー 

5月  津島市スタンプラリー（藤まつり） 

 

今日は出席できなかった

部員の栗田汐里さんと赤川

舞さんに代わって、顧問の吉

田先生が、7 月 26 日～8 月 3

日の第 29 回ＩＡＣ海外派遣

研修(オーストラリア・パー

ス滞在)に参加した時の写真

をスクリーンに映して報告しました。 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

加藤則之副会長 
野々山勝也親睦

活動副委員長 杦田勝彦会場委員長 


