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2009年11月10日㈫　第1189回（本年度16回）例会

■点　　　　　　鐘	 岡本　恭宜君
■国 歌 斉 唱	 君が代
■ロータリーソング	 我等の生業
■四 つ の テ ス ト	 田中　益成君
■お 客 様 紹 介

保志正之君（会津若松南R.C地区大会実行委員長）
小貫敏明君（会津若松南R.C地区大会実行幹事）

本日のプログラム

次週のプログラム　11／21㈯

理事・役員会／結婚・誕生祝
会員スピーチ　木村剛 君／ロータリー情報

山桜の手入れ

皆様こんにちは。
先月１０月２０日のガバナー公式訪
問以来、三週間ぶりの例会となり
ますが皆様お変わりございません

でしょうか。
今月に入って雪が降る(ロータリーのゴルフが中止
になりました)など、朝晩はめっきりと寒さを増し、
季節は冬にむかって急速に移ろいでいます。全国的に
新型インフルエンザが流行のきざしをみせていますの
で、お身体には十分気をつけてください。
先月のガバナー公式訪問、そして地区大会への出席
と、ロータリーの重要な行事が皆様のおかげをもちま
して、つつがなく終える事ができました。会員の皆様
には改めて御礼申し上げます。また、１０月２７日の第一
回創立２５周年記念実行委員会、１１月４日の「みなみ若
葉幼稚園」で行われた我がクラブ主催の「いのちを大
切にする子どもを育てる健康教育　実践研修会」にも、
お忙しいなか御参加頂きまして有難うございました。

今年度は御承知の通り我がクラブの創立２５周年にあた
ります。順番とは申せ、今年度の会長をお引き受けし
ました以上、記念事業をしっかりとやり遂げたいと日
頃より考えております。そして記念事業にかかわる行
事は内容のある、ロータリアンとしてプライドの持て
るものにしたいとも考えております。そのために私も
できうる限りの努力は惜しまないつもりでおります
が、会員の皆様のご協力なしでは何事も成し遂げられ
ないのは言うまでもありません。来年の５月２２、２３日
の記念式典に向かいまして、会員の皆様の御指導御協
力を重ねてお願い申し上げる次第であります。
閑話休題。今から２０年前の１１月９日に、ベルリンの
壁の崩壊という歴史的な出来事がありました。そして
ソビエト連邦が消滅し、約４０年間続いた冷戦が終結し、
ヨーロッパの共産主義が終焉をむかえました。１９７３年
に出版されたロシアの作家ソルジェニーツｲンの「収
容所群島」はまさに衝撃的でした。この本によって、
世界の知識人の共産主義への幻想は、根こそぎ吹っ飛
ばされたのです。
以上、今週の挨拶とさせていただきます。

会長挨拶� 岡本恭宜 君

幹 事 報 告 渡部伸久 君

1例会変更のお知らせ
１１/３０㈪　公式訪問の為　夜の例会（会津若松南R.C）
１１/１７㈫　PM6:３０「富じ亭」
１１/２４㈫　新そば会　PM6:３０「富じ亭」（田島R.C）

2分区会長幹事会開催のお知らせ
　日時　１２/４㈮　PM４:００　サンパレス白鳥
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ガバナー歓迎会開催のお知らせ
　日　時　１２/４㈮　PM５:００　サンパレス白鳥
　出席者　会長・幹事・地区委員

（ガバナー補佐事務所）
参加者　会員の皆さん

お疲れ様で
した

主催者あいさつ
会津若松城南ロータリークラブ

会　長　岡 本 恭 宜

皆様おはようございます。
本日はお忙しい中、「いのちを大切にする子どもを育てる健康教育　実践研

修会」に、多数御参加頂きまして誠に有難うございます。この研修会は福島県
会津保健福祉事務所様の後援を受けまして、県でのパイロットケースとして開
催させて頂きました。
我がロータリークラブといたしましては、この研修会が社会奉仕活動として

大変有意義であると認識し、主催できます事を非常に光栄に思っております。
現在我が国は、少子高齢化という人類史上未知の領域にはいっております。

それには様々な要因があると思われますが、この研修会では「教育　徳育」の
分野に光をあてていきたいと思います。この後、竹田総合病院の看護部長でい
らっしゃいます龍川初枝先生に「いのちを大切にする子どもを育てる」という
テーマで講演していただきますが、それを参考にしながら、子どもたちに、い
のちの大切さをどのように教え、そして認識させるかを、皆で考え知恵をだし
あって行きたいと思います。そしてこの研修会が始めの一歩となって、子ども
達がより生きやすく、日本の社会がより暮らし易くなる一助になればと考える
次第であります。本日はどうぞ宜しくお願いいたします。

熱心に聞き入る関係者の皆さん

講師　龍川先生
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R財団BOX 平出祐一 委員長
遠藤君　保志様、小貫様いらっしゃいませ。地区大会ご
成功おめでとうございました。
平出君　今月もお世話様になります。
湯田君　会員の皆様、地区大会では大変お世話になりま
した。
松川君・岡本君　ニコニコに同じ。

米山奨学金BOX 黒澤　功 委員長
湯田君　みなみ若葉幼稚園での「命を大切にする子ども
を育てる研修会」記念事業の一環として成功裡に終了
したことおめでとうございます。
平出君　今日は。今月もお世話様になります。
岡本君・松川君　ニコニコに同じ。

保志君（南R.C）　地区大会、皆様ご協力のもと無事終了
しました。厚くお礼申し上げます。
小貫君（南R.C）　１０/２５地区大会本会議には貴クラブの皆
様には大変お世話様になりました。おかげ様で成功裡
に終了出来ました。本当にありがとうございました。
木村（剛）君　保志さん、小貫さんいらっしゃいませ。誕
生記念・結婚記念ありがとうございます。
岡本君　保志地区大会実行委員長様、小貫地区幹事様、
本日はようこそいらっしゃいました。地区大会は本当
にご苦労様でした。城南R.Cの皆様、今月も宜しくお
願い致します。
小椋君　余市のりんごごちそう様。心して頂きます。保
志さん、小貫さん地区大会ご苦労様でした。感謝申し
上げます。
湯田（和）君・中村君・松川君・若林君・平出君　保志さ
ん、小貫さんいらっしゃいませ。地区大会では大変お
世話になりました。おめでとうございました。
渡部君　保志様、小貫様いらっしゃいませ。インフルエ
ンザには気を付けて下さい。本日もよろしくお願い致
します。
田中君　お客様いらっしゃいませ。１１月に入り秋も深ま
ってきました。体調管理に気を付けて下さい。
鵜川君　先日は地区大会欠席申し訳ありませんでした。
今後頑張ります。
山内君　保志地区大会実行委員長、小貫実行幹事、いら
っしゃいませ。宜しく御指導下さい。失礼ですが本日
早退いたします。
大塚君　地区大会のご成功おめでとうございます。今月
もよろしくお願いします。

第５回理事・役員会
幹事　大竹康美

日 時　平成２１年１１月１０日　午前１１時３０分〜
場 所　会津迎賓館
会 員 誕 生　黒澤・木村（剛）会員
夫 人 誕 生　鈴木会員
結 婚 記 念　木村（武）・木本・小山・木村（剛）会員
今月の当番　手代木・中村・野澤会員
重点 B O X　ロータリー財団

❶11月のプログラム	 渡部プログラム委員長
第１週　３日㈫	 法定休会
第２週　１０日㈫	 理事・役員会／結婚・誕生祝
	 会員スピーチ　木村　剛会員
	 ロータリー情報
第３週　１７日㈫	 例会日・例会場変更　移動例会
	 山桜の手入れ
	 変更日時　11月21日㈯　10:00 〜
第４週　２４日㈫　夜の例会

❷協議・決定事項
⑴山桜の手入れについて
１７日の例会日・会場を変更し移動例会として、山桜
の手入れを行います。
変更例会日時：11月21日㈯10:00集合　雨天決行です。
お間違えの無いようお願いいたします。終了後、お
にぎりとお茶の用意をいたします。
※作業に必要な草刈機をお持ちの方、ご協力お願い
いたします。又、それ以外の方は草刈かまなど作
業道具の持参をお願いいたします。

　⑵夜の例会について
今月は「そば会」を行います。
場所　会津迎賓館
日時　平成21年11月24日　PM6:30 〜
会費　3,000円

　⑶ホームページについて
当クラブのホームページが新しくなりましたのでご
覧いただき、ご活用ください。
新ホームページアドレス
　http://www.aizujonan-rc.com

出席委員会 若林俊彦 委員長

出　席 欠　席 出　席　率 出席率訂正
２４名 6名 ２４/２９＝8２.７５％ 8３.6４％

員 会 報 告委

ニコニコBOX 大塚修一 委員長

黒澤君　地区大会の成功誠におめでとうございます。本
日もお世話様になります。

ねらい 内　　　容

1

親は子に基本
的生活習慣を
身につけさせ
る。

⑴早寝、早起き、朝ご飯の生活リズム
を整えさせる。
⑵食事のマナーを教える。
⑶規則的な排便を習慣づける。
⑷片付け・身支度ができるようにする。
⑸手洗い、歯みがきを習慣づける。
⑹お風呂の入り方や体の洗い方、おし
りの拭き方を伝える。
⑺状況に応じたあいさつができるよう
にする。
⑻時間を決めてテレビを見る習慣をつ
ける。

2

親は子に家族
や友だち、動
植物などの命
の大切さを伝
える。

⑴子どもが生まれたときの喜びを子ど
もに伝える。
⑵タッチング、入浴などで親子のコミ
ュニケーションを図り愛情を育む。
⑶自然や動植物にふれあわせる。
⑷お年寄りとふれあわせる。
⑸友だちをいたわる気持ちを育てる。
⑹家で友だちとの遊びの話を聞く。

3
親は子に命の
つながりを伝
える。

⑴出産、出生時のことを話す（アルバ
ム、ビデオ等を利用して）
⑵生まれてきたときの喜びと感謝を伝
える。
⑶子どもの成長を喜ぶ。
⑷祖父母と両親、子どもとの繋がりを
話す。
⑸祖父母や先祖の存在について話す。

ねらい 内　　　容

4
親は子に体の
すばらしさを
教える。

⑴男女の体の違いや体の働きについて、
子どもに伝える。
⑵写真、ビデオ等をとおして子ども自
身の成長を実感させる。
⑶子どもの年齢に応じた心身の発育発
達を知り、子どもの成長を共に喜ぶ。
⑷子どもの質問に逃げずに答える。

5

親は子に自分
の意見を表現
する方法を教
える。

⑴子どもの話をじっくり、ゆっくり聞
く。
⑵イヤなことにはイヤと言える力を育
てる。
⑶相手の目を見て話すことやはっきり
と話すことの大切さを教える。
⑷遊ぶ上での約束について教える。
⑸「ありがとう」「ごめんなさい」と
言うことの大切さを教える。
⑹子どもを誉め、子どもに自信をもた
せる。
⑺地域との交流を図り、子どもを守り
育てる地域づくりをしていく。

「思いやりをもって仲良く遊び、“いのちを大切にする子ども”」目標
〈保育者が保護者に対する支援プログラム〉

ねらい 内　　　容

1
幼児が基本的
生活習慣を身
につける。

⑴早寝、早起き、朝ご飯などの生活リ
ズムを身につける。
⑵親しみをもって日常のあいさつをす
る。
⑶年齢に応じた身支度や片付けができ
る。
⑷体を清潔に保つ。（手洗い、歯みがき、
うがい、排泄など）

2

幼児が自分や
家族、友だち、
動植物などの
命の大切さを
知る。

⑴自分を大切にする。
⑵感謝の気持ちをもつ。
⑶思いやりやいたわりの気持ちをもつ。
⑷動植物をかわいがって育てる。
⑸美しいものに感動する。
⑹友だちと仲良く、助け合う。

3 幼児が命のつながりを知る。

⑴命のつながりに関心をもつ。
⑵妊娠、出産について知る機会を大切
にし、自分の誕生と両親の存在との
関係を知る。
⑶男女の体の違いを知る。
⑷愛情と信頼感（自己肯定感、愛され
ている）をもつ。
⑸危険な場所、危険な遊び方、災害時
などの対応の仕方がわかり、安全に
気をつけて行動する。

ねらい 内　　　容

4
幼児の体のす
ばらしさを知
る。

⑴体の部位の名称が言え、各部位の働
きに関心をもつ。
⑵体を清潔に保つ。（手の洗い方、汗
の始末など）
⑶基本的な動き（転がる、回る、走る、
ジャンプする、投げるなど）を通し
て、できた喜びを感じる。
⑷自分の健康に関心を持ち、健康であ
ることの喜びを感じる。

5

幼児が自分の
意思を言葉や
態度で表現す
る。

⑴周りの人の話を静かに聞く。
⑵自分の思いを他の人に伝える。
⑶様々な出来事の中で感動したことを
伝え合う楽しさを味わう。
⑷「なぜ？」、「どうして？」などの興
味関心を深める。

6

幼児が身近な
人に親しみを
もち､ 関わり
を深める。

⑴誰とでも仲良く遊ぶ。（自分より年
上の子、年下の子、近所の子）
⑵遊びのルールを守って遊ぶ。
⑶遊びを通してコミュニケーションス
キルを獲得する。

「思いやりをもって仲良く遊び、“いのちを大切にする子ども”」目標
〈保育者が幼児に対する支援プログラム〉



木村　剛君
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　第2回会津若松城南RC公式訪問より続き
ガバナー補佐　森　惣兵衛

今年度、会津若松南ＲＣにご在籍の中澤剛ガバナーが就任されました。会津分区と致しまして、地元としてで
きるだけ協力をし、中澤ガバナーをお支えしたいと存じます。御クラブにおかれましては、コ・ホストクラブと
して、既に地区大会の設営、準備に活躍しておられ、敬意を表します。
ＧＳＥ団員受け入れ支援そのほか地区の分区の行事や奉仕活動に対し、ご理解とご協力をよろしくお願い申し
上げます。
ＲＣは自主独立であることはもちろんですが、その上で効果的なクラブたるよう期待されます。そのためには、
クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕の４大奉仕部門が充実し、かつバランスをとって機能しながら、奉
仕活動を実践されますよう期待いたします。また御クラブにおかれましても、どうかガバナー方針、地区目標を
具体的に実現されますように希望いたします。
会津地方は、現在非常に厳しい経済情勢下にありますが、かけがえのないロータリーの未来は、会員皆様の手
の中にあります。中澤ガバナーの唱えられる、脚下照顧、積徳塁善の精神の下、共に手と手つないで、臥薪嘗胆
の覚悟、そして寛容と忍耐の心で、この難局を乗り切りましょう。本日の公式訪問で、中澤ガバナーのご助言と
講話が、御クラブの今後の奉仕活動の良き糧となるよう確信しております。以上簡単ですが、挨拶とさせていた
だきます。

お礼の
ご挨拶

保志正之地区大会実行委員長

お礼の

ご挨拶

小貫敏明地区大会実行幹事

会員
スピーチ

木村　剛君

黒澤　功君

R情報

手代木和之君

誕生祝 誕生祝

結婚
記念

木村武美君・木村　剛君

本日のプログラム

保志正之地区大会委員長より

20年在籍
バッチ贈呈

中村壽一君・手代木和之君

ベネファクター
表彰者

小椋　満君・山口　廣君

小野木國一実行委員長

25周年第1

回実行委員

会報告

木村　剛君
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会津地方は、現在非常に厳しい経済情勢下にありますが、かけがえのないロータリーの未来は、会員皆様の手
の中にあります。中澤ガバナーの唱えられる、脚下照顧、積徳塁善の精神の下、共に手と手つないで、臥薪嘗胆
の覚悟、そして寛容と忍耐の心で、この難局を乗り切りましょう。本日の公式訪問で、中澤ガバナーのご助言と
講話が、御クラブの今後の奉仕活動の良き糧となるよう確信しております。以上簡単ですが、挨拶とさせていた
だきます。

お礼の
ご挨拶

保志正之地区大会実行委員長

お礼の

ご挨拶

小貫敏明地区大会実行幹事

会員
スピーチ

木村　剛君

黒澤　功君

R情報

手代木和之君

誕生祝 誕生祝

結婚
記念

木村武美君・木村　剛君

本日のプログラム

保志正之地区大会委員長より

20年在籍
バッチ贈呈

中村壽一君・手代木和之君

ベネファクター
表彰者

小椋　満君・山口　廣君

小野木國一実行委員長

25周年第1

回実行委員

会報告



「いのちを大切にする
子どもを育てる健康教育
実践研修会」開催。

　去る11月4日㈬、我がクラブ主催により創立25周年記念プログラム
の一環として「いのちを大切にする子どもを育てる－保護者や周囲
の大人の望ましい連携を考える－」をテーマに、講師・竹田病院看護
部長（助産師）龍川初枝先生に講話をしていただきました。
　我がクラブ会長・幹事をはじめ市内の幼稚園・保育所保護者、会津
地区幼稚園教諭、保育所保育士、市町村保健担当者が参加され、子ど
もが生まれて成長する過程においての親子のふれあいが如何に大切
であるか改めて勉強させられた有意義な時間でありました。（プログ
ラム内容は下記の通り）

創立25周年
記念プログラム

生（生きること）の健康教育プログラムの目標は

「思いやりをもって仲良く遊び、“いのちを大切にする”子ども」です
キーワードは「思いやり」「仲良し」「いのちの大切さ」…この３点です。
「思いやり」　生きている動植物をはじめ、家族・友だち・先生など、

子どもを取り巻くすべてのいのちあるものや、人間に対し思いやることができる。
「仲良し」　友だちと遊びを通して、思いやりがはぐくまれ、親しみをもった人とのかかわりができる。
「いのちの大切さ」　自分自身も自分を取り巻く人や動植物のいのちも、大切にする生き方ができる。

日　時●平成21年11月4日水
　　　　午前10時10分～12時（受付：午前9時40分から）

会　場●みなみ若葉幼稚園ホール
主　催●会津若松城南ロータリークラブ
後　援●福島県会津保健福祉事務所
参加者●幼稚園・保育所　保護者　会津地区幼稚園教諭・保育所保育士
　　　　市町村母子保健担当者
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「仲良し」　友だちと遊びを通して、思いやりがはぐくまれ、親しみをもった人とのかかわりができる。
「いのちの大切さ」　自分自身も自分を取り巻く人や動植物のいのちも、大切にする生き方ができる。

日　時●平成21年11月4日水
　　　　午前10時10分～12時（受付：午前9時40分から）

会　場●みなみ若葉幼稚園ホール
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R財団BOX 平出祐一 委員長
遠藤君　保志様、小貫様いらっしゃいませ。地区大会ご
成功おめでとうございました。
平出君　今月もお世話様になります。
湯田君　会員の皆様、地区大会では大変お世話になりま
した。
松川君・岡本君　ニコニコに同じ。

米山奨学金BOX 黒澤　功 委員長
湯田君　みなみ若葉幼稚園での「命を大切にする子ども
を育てる研修会」記念事業の一環として成功裡に終了
したことおめでとうございます。
平出君　今日は。今月もお世話様になります。
岡本君・松川君　ニコニコに同じ。

保志君（南R.C）　地区大会、皆様ご協力のもと無事終了
しました。厚くお礼申し上げます。
小貫君（南R.C）　１０/２５地区大会本会議には貴クラブの皆
様には大変お世話様になりました。おかげ様で成功裡
に終了出来ました。本当にありがとうございました。

木村（剛）君　保志さん、小貫さんいらっしゃいませ。誕
生記念・結婚記念ありがとうございます。

岡本君　保志地区大会実行委員長様、小貫地区幹事様、
本日はようこそいらっしゃいました。地区大会は本当
にご苦労様でした。城南R.Cの皆様、今月も宜しくお
願い致します。

小椋君　余市のりんごごちそう様。心して頂きます。保
志さん、小貫さん地区大会ご苦労様でした。感謝申し
上げます。

湯田（和）君・中村君・松川君・若林君・平出君　保志さ
ん、小貫さんいらっしゃいませ。地区大会では大変お
世話になりました。おめでとうございました。

渡部君　保志様、小貫様いらっしゃいませ。インフルエ
ンザには気を付けて下さい。本日もよろしくお願い致
します。

田中君　お客様いらっしゃいませ。１１月に入り秋も深ま
ってきました。体調管理に気を付けて下さい。

鵜川君　先日は地区大会欠席申し訳ありませんでした。
今後頑張ります。

山内君　保志地区大会実行委員長、小貫実行幹事、いら
っしゃいませ。宜しく御指導下さい。失礼ですが本日
早退いたします。

大塚君　地区大会のご成功おめでとうございます。今月
もよろしくお願いします。

第５回理事・役員会
幹事　大竹康美

日 時　平成２１年１１月１０日　午前１１時３０分〜
場 所　会津迎賓館
会 員 誕 生　黒澤・木村（剛）会員
夫 人 誕 生　鈴木会員
結 婚 記 念　木村（武）・木本・小山・木村（剛）会員
今月の当番　手代木・中村・野澤会員
重点 B O X　ロータリー財団

❶11月のプログラム	 渡部プログラム委員長
第１週　３日㈫	 法定休会
第２週　１０日㈫	 理事・役員会／結婚・誕生祝
	 会員スピーチ　木村　剛会員
	 ロータリー情報
第３週　１７日㈫	 例会日・例会場変更　移動例会
	 山桜の手入れ
	 変更日時　11月21日㈯　10:00 〜
第４週　２４日㈫　夜の例会

❷協議・決定事項
⑴山桜の手入れについて
１７日の例会日・会場を変更し移動例会として、山桜
の手入れを行います。
変更例会日時：11月21日㈯10:00集合　雨天決行です。
お間違えの無いようお願いいたします。終了後、お
にぎりとお茶の用意をいたします。
※作業に必要な草刈機をお持ちの方、ご協力お願い
いたします。又、それ以外の方は草刈かまなど作
業道具の持参をお願いいたします。

　⑵夜の例会について
今月は「そば会」を行います。
場所　会津迎賓館
日時　平成21年11月24日　PM6:30 〜
会費　3,000円

　⑶ホームページについて
当クラブのホームページが新しくなりましたのでご
覧いただき、ご活用ください。
新ホームページアドレス
　http://www.aizujonan-rc.com

出席委員会 若林俊彦 委員長

出　席 欠　席 出　席　率 出席率訂正
２４名 6名 ２４/２９＝8２.７５％ 8３.6４％

員 会 報 告委

ニコニコBOX 大塚修一 委員長

黒澤君　地区大会の成功誠におめでとうございます。本
日もお世話様になります。

ねらい 内　　　容

1

親は子に基本
的生活習慣を
身につけさせ
る。

⑴早寝、早起き、朝ご飯の生活リズム
を整えさせる。
⑵食事のマナーを教える。
⑶規則的な排便を習慣づける。
⑷片付け・身支度ができるようにする。
⑸手洗い、歯みがきを習慣づける。
⑹お風呂の入り方や体の洗い方、おし
りの拭き方を伝える。
⑺状況に応じたあいさつができるよう
にする。
⑻時間を決めてテレビを見る習慣をつ
ける。

2

親は子に家族
や友だち、動
植物などの命
の大切さを伝
える。

⑴子どもが生まれたときの喜びを子ど
もに伝える。
⑵タッチング、入浴などで親子のコミ
ュニケーションを図り愛情を育む。
⑶自然や動植物にふれあわせる。
⑷お年寄りとふれあわせる。
⑸友だちをいたわる気持ちを育てる。
⑹家で友だちとの遊びの話を聞く。

3
親は子に命の
つながりを伝
える。

⑴出産、出生時のことを話す（アルバ
ム、ビデオ等を利用して）
⑵生まれてきたときの喜びと感謝を伝
える。
⑶子どもの成長を喜ぶ。
⑷祖父母と両親、子どもとの繋がりを
話す。
⑸祖父母や先祖の存在について話す。

ねらい 内　　　容

4
親は子に体の
すばらしさを
教える。

⑴男女の体の違いや体の働きについて、
子どもに伝える。
⑵写真、ビデオ等をとおして子ども自
身の成長を実感させる。
⑶子どもの年齢に応じた心身の発育発
達を知り、子どもの成長を共に喜ぶ。
⑷子どもの質問に逃げずに答える。

5

親は子に自分
の意見を表現
する方法を教
える。

⑴子どもの話をじっくり、ゆっくり聞
く。
⑵イヤなことにはイヤと言える力を育
てる。
⑶相手の目を見て話すことやはっきり
と話すことの大切さを教える。
⑷遊ぶ上での約束について教える。
⑸「ありがとう」「ごめんなさい」と
言うことの大切さを教える。
⑹子どもを誉め、子どもに自信をもた
せる。
⑺地域との交流を図り、子どもを守り
育てる地域づくりをしていく。

「思いやりをもって仲良く遊び、“いのちを大切にする子ども”」目標
〈保育者が保護者に対する支援プログラム〉

ねらい 内　　　容

1
幼児が基本的
生活習慣を身
につける。

⑴早寝、早起き、朝ご飯などの生活リ
ズムを身につける。
⑵親しみをもって日常のあいさつをす
る。
⑶年齢に応じた身支度や片付けができ
る。
⑷体を清潔に保つ。（手洗い、歯みがき、
うがい、排泄など）

2

幼児が自分や
家族、友だち、
動植物などの
命の大切さを
知る。

⑴自分を大切にする。
⑵感謝の気持ちをもつ。
⑶思いやりやいたわりの気持ちをもつ。
⑷動植物をかわいがって育てる。
⑸美しいものに感動する。
⑹友だちと仲良く、助け合う。

3 幼児が命のつながりを知る。

⑴命のつながりに関心をもつ。
⑵妊娠、出産について知る機会を大切
にし、自分の誕生と両親の存在との
関係を知る。
⑶男女の体の違いを知る。
⑷愛情と信頼感（自己肯定感、愛され
ている）をもつ。
⑸危険な場所、危険な遊び方、災害時
などの対応の仕方がわかり、安全に
気をつけて行動する。

ねらい 内　　　容

4
幼児の体のす
ばらしさを知
る。

⑴体の部位の名称が言え、各部位の働
きに関心をもつ。
⑵体を清潔に保つ。（手の洗い方、汗
の始末など）
⑶基本的な動き（転がる、回る、走る、
ジャンプする、投げるなど）を通し
て、できた喜びを感じる。
⑷自分の健康に関心を持ち、健康であ
ることの喜びを感じる。

5

幼児が自分の
意思を言葉や
態度で表現す
る。

⑴周りの人の話を静かに聞く。
⑵自分の思いを他の人に伝える。
⑶様々な出来事の中で感動したことを
伝え合う楽しさを味わう。
⑷「なぜ？」、「どうして？」などの興
味関心を深める。

6

幼児が身近な
人に親しみを
もち､ 関わり
を深める。

⑴誰とでも仲良く遊ぶ。（自分より年
上の子、年下の子、近所の子）
⑵遊びのルールを守って遊ぶ。
⑶遊びを通してコミュニケーションス
キルを獲得する。

「思いやりをもって仲良く遊び、“いのちを大切にする子ども”」目標
〈保育者が幼児に対する支援プログラム〉



ロータリーの未来は
あなたの手の中に

DIST. 2530R.I. ROTARY CLUB
OF AIZUWAKAMATSU JONAN

例会日／火曜日12：30～13：30
例会場／会津若松駅前 会津迎賓館
　　　　☎0242（25）3311
事務所／会津若松市追手町3-24
　　　　☎0242（29）5866・FAX0242（38）2895
URL　http://www.aizujonan-rc.com

会長／岡本恭宜　幹事／大竹康美
広報・会報小委員会／遠藤憲治・山口　廣

2009年11月10日㈫　第1189回（本年度16回）例会

■点　　　　　　鐘	 岡本　恭宜君
■国 歌 斉 唱	 君が代
■ロータリーソング	 我等の生業
■四 つ の テ ス ト	 田中　益成君
■お 客 様 紹 介

保志正之君（会津若松南R.C地区大会実行委員長）
小貫敏明君（会津若松南R.C地区大会実行幹事）

本日のプログラム

次週のプログラム　11／21㈯

理事・役員会／結婚・誕生祝
会員スピーチ　木村剛 君／ロータリー情報

山桜の手入れ

皆様こんにちは。
先月１０月２０日のガバナー公式訪
問以来、三週間ぶりの例会となり
ますが皆様お変わりございません

でしょうか。
今月に入って雪が降る(ロータリーのゴルフが中止
になりました)など、朝晩はめっきりと寒さを増し、
季節は冬にむかって急速に移ろいでいます。全国的に
新型インフルエンザが流行のきざしをみせていますの
で、お身体には十分気をつけてください。
先月のガバナー公式訪問、そして地区大会への出席
と、ロータリーの重要な行事が皆様のおかげをもちま
して、つつがなく終える事ができました。会員の皆様
には改めて御礼申し上げます。また、１０月２７日の第一
回創立２５周年記念実行委員会、１１月４日の「みなみ若
葉幼稚園」で行われた我がクラブ主催の「いのちを大
切にする子どもを育てる健康教育　実践研修会」にも、
お忙しいなか御参加頂きまして有難うございました。

今年度は御承知の通り我がクラブの創立２５周年にあた
ります。順番とは申せ、今年度の会長をお引き受けし
ました以上、記念事業をしっかりとやり遂げたいと日
頃より考えております。そして記念事業にかかわる行
事は内容のある、ロータリアンとしてプライドの持て
るものにしたいとも考えております。そのために私も
できうる限りの努力は惜しまないつもりでおります
が、会員の皆様のご協力なしでは何事も成し遂げられ
ないのは言うまでもありません。来年の５月２２、２３日
の記念式典に向かいまして、会員の皆様の御指導御協
力を重ねてお願い申し上げる次第であります。
閑話休題。今から２０年前の１１月９日に、ベルリンの
壁の崩壊という歴史的な出来事がありました。そして
ソビエト連邦が消滅し、約４０年間続いた冷戦が終結し、
ヨーロッパの共産主義が終焉をむかえました。１９７３年
に出版されたロシアの作家ソルジェニーツｲンの「収
容所群島」はまさに衝撃的でした。この本によって、
世界の知識人の共産主義への幻想は、根こそぎ吹っ飛
ばされたのです。
以上、今週の挨拶とさせていただきます。

会長挨拶� 岡本恭宜 君

幹 事 報 告 渡部伸久 君

1例会変更のお知らせ
１１/３０㈪　公式訪問の為　夜の例会（会津若松南R.C）
１１/１７㈫　PM6:３０「富じ亭」
１１/２４㈫　新そば会　PM6:３０「富じ亭」（田島R.C）

2分区会長幹事会開催のお知らせ
　日時　１２/４㈮　PM４:００　サンパレス白鳥
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ガバナー歓迎会開催のお知らせ
　日　時　１２/４㈮　PM５:００　サンパレス白鳥
　出席者　会長・幹事・地区委員

（ガバナー補佐事務所）
参加者　会員の皆さん

お疲れ様で
した

主催者あいさつ
会津若松城南ロータリークラブ

会　長　岡 本 恭 宜

皆様おはようございます。
本日はお忙しい中、「いのちを大切にする子どもを育てる健康教育　実践研
修会」に、多数御参加頂きまして誠に有難うございます。この研修会は福島県
会津保健福祉事務所様の後援を受けまして、県でのパイロットケースとして開
催させて頂きました。
我がロータリークラブといたしましては、この研修会が社会奉仕活動として
大変有意義であると認識し、主催できます事を非常に光栄に思っております。
現在我が国は、少子高齢化という人類史上未知の領域にはいっております。
それには様々な要因があると思われますが、この研修会では「教育　徳育」の
分野に光をあてていきたいと思います。この後、竹田総合病院の看護部長でい
らっしゃいます龍川初枝先生に「いのちを大切にする子どもを育てる」という
テーマで講演していただきますが、それを参考にしながら、子どもたちに、い
のちの大切さをどのように教え、そして認識させるかを、皆で考え知恵をだし
あって行きたいと思います。そしてこの研修会が始めの一歩となって、子ども
達がより生きやすく、日本の社会がより暮らし易くなる一助になればと考える
次第であります。本日はどうぞ宜しくお願いいたします。

熱心に聞き入る関係者の皆さん

講師　龍川先生




