第１４４４回例会 ２０１６年１２月６日(火)１２：３０開会点鐘 番伊にて
ロータリーソング｢奉仕の理想｣ 「ロータリアンの行動規範」唱和

年次総会

第１号議案 2018-19 年度会長候補者の件
第２号議案 2017-18 年度役員理事候補者及び担当委員長の件

◎12 月度のお祝い発表
〈会員誕生日〉
6 日 中出信行さん
10 日 間蔵信行さん
18 日 永江典之さん
19 日 魚岸 誠さん
20 日 所司久雄さん
20 日 木下徳泰さん
〈夫人誕生日〉
4 日 木村実貴絵さん
〈結婚記念日〉

5 日 勝木省司・攝子 ご夫妻
7 日 井田松円・茂美 ご夫妻
おめでとうございます!!

第 1443 回例会(11/29)報告
進行：中越 SAA
◎開会点鐘
◎会長挨拶 戸田 会長
寺田幹事の卓話、楽しみにしています。また、過日、
地区会員増強委員長会議に出席した浅野会員の報告も
お願いします。
さて、今年は邦画が大ヒットしているようですが、
私自身、最近あまり映画を見なくなりました。少し昔
の映画の話ですが、スピルバーグ監督の作品が好きで
よく見ました。
「激突」
「ジョーズ」
「未知との遭遇」
「ET」
「ジュラシックパーク」などたくさんありますが、中
でも一番こころに残っている作品が「シンドラーのリ
スト」というナチスドイツのホロコースト(ユダヤ人の
組織的大量虐殺)を取り上げた映画でした。アカデミー
賞作品賞もとっている大作です。あらすじは、ドイツ
人実業家のオスカー・シンドラーがポーランド系ユダ
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ヤ人を自分の軍需工場で、安い賃金で働かせ、暴利を
むさぼっていたのですが、ナチスのあまりにも残忍な
殺戮を見ているうちに、彼らを助けたいと思うように
なり、1000 名強のユダヤ人の命を救ったという実話を
もとにした作品でした。犠牲になったユダヤ人が 600
万人をこえるとも言われる中での、たかが 1000 名足ら
ずでありましたが、救われたユダヤ人の男がシンドラ
ーに「一人の命を救う者が全世界を救う」という意味
の言葉を刻んだ指輪を送ったのは印象的でした。目の
前の一人のひとを助ける、援助することがやがて、大
きなうねりとなり、全世界に拡がっていくのはまさに
ロータリーの精神に合致するのではないかと思います。
本日もたくさんの出席ありがとうございます。

◎幹事報告 寺田 幹事
・ロータリーレート変更 12 月 1 日より 1＄=106 円
・｢THE ROTARY-NO-TOMO2016-17,№75」ﾛｰﾀﾘｰの
友英語版 購入希望者は、幹事又は事務局まで
◎出席報告 浜田 出席小委員長
会員総数 46 名(内、出席規定適用の免除者 4 名)出席者 37 名
◎ニコニコ箱紹介 久保 クラブ奉仕委員
戸田 めっきり寒くなりました、体調管理をシッカリ
と！ 寺田幹事、卓話楽しみです。
中越 念願叶い神々の降臨する高千穂に行くことが出来
ました、又地震の怖さもこの目で見てきました。
桑原 どういうお話が聞けるのか楽しみです。
山田 寺田幹事今日はごくろうさまです ‼
週報担当
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戸田 一明
森 仁志
鳥畑 弘
寺田 彰
今井 富夫

木下徳泰 長さん優勝おめでとうございます、次回も頑
張って下さい。寺田さん、卓話楽しみにしています。
姥浦敏明 寺田さん園長、住職そして幹事、又影の…
色々忙しいですが本日は卓話よろしくお願いします。
多田 寺田さん卓話楽しみです。車！スタッドレスに
装着換えました。冬の準備 OK です。
今井 寺田さん卓話御苦労さま！
中野 寺田幹事卓話ありがとうございます。今日は駐
車場が満車で 102 ヤードも歩いてきました。まぁ！
得意な距離やけどね‼
勝木 寺田さんの有難い卓話が聞けそうです。楽しみ
です。
姥浦昭二 寺田さん、有難い法話を期待しております。
川島、松井、松野、魚岸、岡崎、西野、間蔵、三井、
山本勝義、久保、
寺田さん卓話を楽しみです、本日はご苦労様です。
寺田 卓話です。
長 グリーン会で優勝でき、ほっとしました。ハンデ
ィと高橋さんはじめ皆さまに根気強くご指導いただ
いたお陰です、ありがとうございます。
髙橋 今週末からミャンマー、タイに国際交流とバミ
ューダ芝刈りをして来ます。暑い所でガンバリます。
第 26 回グリーン会(11/23)より
11/29 日計

37,400 円

累計 568,400 円

◎浅野 ニューメンバーズ小委員長より報告
11 月 6 日に福光市で開催された「地区会員増強委員
長会議」に行ってきました。会議は会員人数で分けら
れたテーブルでのディスカッションでした。会員数を
減らさないため高年齢になっている会員をクラブに引
き留める努力をしているクラブもありました。クラブ
内の雰囲気を良くするため、趣味の同好会を立ち上げ
ているクラブもあり、各自工夫して運営をされている
事がわかりました。会員数を増やすため、会員候補者
の名簿を作成しているクラブがあり、名簿は次年度の
担当者に引き継ぐというやり方をしているクラブもあ
りました。どのクラブも高齢化が問題で、どの様にし
て若い会員を増やそうか頭を悩ましていました。
◎会員卓話 寺田 彰 会員
皆様お疲れ様です。今年も早いものであと 1 ヵ月ば
かりとなり、1 年の速さ時の流れの速さを感じており
ます。
私も七尾みなとロータリークラブに入会させていた
だき、はや、4 年の月日が経ちました。その時、どの
ような方々が会員としていらしゃるのか知らずとても

次週予告
１２月 １３日（火）１２:３０開会点鐘
会員卓話 茶谷義隆 会員
例会後、第７回理事会

番伊

不安でした。しかし、中越
さんや勝木さんの様な以前
から知っている方々がいた
ので安心しました。
今日は卓話ということで
入会した時の新入会会員卓
話以来の卓話となります。」
ということで認定こども園
について少しお話をさせて
いただきたいと思います。
昨年度平成 27 年度に子供子育て支援制度の新シス
テムが発動され、七尾市の保育園の中の 5 園が認定こ
ども園になりました。
まず、認定こども園には 4 種類ありまして、1 つ目
が「幼保連携型認定こども園」、2 つ目が「幼稚園型こ
ども園」3 つ目が「保育園型認定こども園」4 つ目が「地
域裁量型認定こども園」の 4 種類です。今、七尾では
「幼保連携型認定こども園」がほとんどなんですが、
袖ヶ江保育園だけが「保育園型認定こども園」です。
「幼保連携型認定こども園」とは教育・保育を一体
的に行う施設で幼稚園と保育園の両方の良さを併せ持
っている施設です。職員の資格については保育士免許
と幼稚園免許を持っていないといけません。
教育・保育の内容は・幼保連携型認定こども園教育・
保育要領を踏まえて教育・保育を実施。
・小学校におけ
る教育との円滑な接続・認定こども園として特に配慮
すべき事項を考慮する。
今、園での悩みは少子化に伴う子供の減少と保育士
になり手のいない人材不足です。
そのような中、AI（人工知能）の発達とともに人材
不足を解消してくれるのかなとも思います。と同時に
職場を奪われる人も増えてくるのかなとも思います。
私ども保育業界は人の手のぬくもりで保育をしないと
それこそ AI（人工知能）に職場を奪われるのではない
かと思っています。
最後にアルベルト・アインシュタインの言葉ですが
「人の価値とは、その人がどれほど多くを手に入れた
かではなく、どれほど多くを他に与えたかによって測
られる。
」の言葉のように、私共ロータリアンも他の人
に多くのものが施されるかによって決まるのではない
でしょうか？
◎閉会点鐘

〔週報担当：多田〕

今週の例会担当者： 浜田、伊藤、徳永、
中出、宮川
(12/6)
次週の例会担当者： 田中、佐味、長田、
(12/13)
木下徳泰

