
■委員会報告 ■例会予定
<本日＞
◆第２４５０回３月２７日（水）
ユンタク会（テーブルディスカッション）
◆第２４５１回４月３日（水）理事会
ＰＥＴＳ報告
◆第２４５２回４月１０日（水）

■例会プログラム ■幹事報告　　 外部卓話予定
：池田 彩織 ■大城幹事 ◆第２４５３回４月１７日（水）
：東江会長 卓話：伊良皆善子様（浦添ＲＣ会長）

：新垣 裕樹 演題：青い目の人形
：奉仕の理想・四つのテスト ◆第２４５４回４月２４日（水）
：新垣 真由美 地区協議会報告

：岡江 保彦 ◆第２４５５回５月８日（水）　理事会
：東江会長 ユンタク会（テーブルディスカッション）

：大城 英明 ◆第２４５６回５月１５日（水）
：岡江 保彦、城間 幹夫 【幹事報告】 外部卓話予定

：仲宗根敦子様 ◆第２４５７回５月２２日（水）
：新垣 真由美 移動例会（社会奉仕活動）
：平仲 絢子 場所：宜野湾市いこいの市民パーク
：東江会長 時間：11：30集合　12：30点鐘

■ご案内 ■地区・他クラブよりお知らせ
☆ゲスト <例会変更のお知らせ＞

・コザロータリークラブ
日時：2019年5月18日（土）14：30受付 日時：3月28日（木）点鐘19：00
　　　15：00　開会 ■ご挨拶 場所：インドアゴルフ練習場ｏｕｇｕｓｔａ
　　　15：00～18：00　報告会 ビジター費：4,000円（夜間例会）
　　　18：00～20：30　懇親交流会 ・那覇北ロータリークラブ
場所：主婦会館プラザエフ　7階カトレア 日時：3月28日（木）点鐘19：00

　・仲宗根敦子様（絵本メンタリング協会） 　　　東京都千代田区六番町15 場所：那覇かりゆしアーバンリゾートナハ8F

■東江会長挨拶 登録料：10,000円 ビジター費：4,000円（夜間例会）
<例会休会のお知らせ＞
・那覇ロータリークラブ
日時：4月2日（火）
クラブ定款第8条第1節C項により
【メークアップ】
・3/15（金）浦添ＲＣ例会出席（白間弘造会員）
・3/19（火）ガバナー補佐エレクト研修会
　宮城富夫ガバナー補佐エレクト出席

■出席報告

訂正出席率
訂正算定分母
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0

60.71%

城間地区青少年交換副委員長
青少年交換派遣学生募集のご案内

比嘉清吉会員

若い頃は足し算の人生、年を取ると引き算の人生。
これからの未知の世界を楽しみにしています。

３月誕生月おめでとうございます(^^♪
大城英明会員（16日） 比嘉清吉会員（8日） 白間弘造会員（10日） 田中旨夫会員（22日）

第1回 RYLA報告交流会のご案内

※RYLAセミナー受講修了生（ライラリアン）
　我那覇沙也さんも参加されます。
※参加希望者は事務局までお願い致します。

算定用会員数

メーク
アップ

一般会員

免除会員

29

＞＞＞　四つのテスト　＜＜＜　～　言行はこれに照らしてから　～

水と衛生月間

例会№

　　　１．真実かどうか 　　３．好意と友情を深めるか
　　　２．みんなに公平か 　　４．みんなのためになるかどうか

2447 2448

　＊＊＊　第２４４８回　　（２０１９年３月１３日）　　例会報告　＊＊＊

司 会
開 会 点 鐘
ゲストビジター紹介

斉 唱
ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ

会 長 挨 拶

■ゲスト・ビジター紹介　　　新垣裕樹会員

例会日

¥69,024

幹 事 報 告

■ニコニコの趣旨

1

ｴｺ思想推進宣言

¥70,354
《3月ロータリー為替レート　＄１＝￥110》
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第2448回 ¥2,000 ¥1,330
累 計

出席者数 21 17
出席免除者欠席

¥227,000

卓 話

出 席 報 告
閉 会 点 鐘

前 回 累 計

6

¥225,000

フードドライブ事業へのご協力依頼
岡江社会奉仕委員長

委 員 会 報 告

ﾆｺﾆｺＢＯＸ

■本日の卓話、仲宗根敦子様ありがとうござい
ました。（茂宮 隆次）

■仲宗根敦子様の本日の卓話、大変興味深く拝
聴しました。人間の心を豊かに育むお仕事頑
張って下さい。
又、小生の誕生祝いを祝って下さって誠に有難
度う御座いました。（比嘉 盛吉）

①那覇ＲＣ創立60周年記念講演会・式典・祝賀
会への参加のお礼状

①「第1回RYLAセミナー」開催御礼及びRYLA
報告交流会参加のお願い

73.33%

皆さんこんにちは。今日は静かな例会となって
おりますが、最後まで楽しく行こうかなと思っ
ておりますので宜しくお願いします。
さて、ダイキン女子ゴルフは県勢の皆さん頑
張っておりました。新垣比奈さんは予選47位か
ら這い上がって2位。優勝は比嘉真美子さんでし
た。これは県勢優勝15年ぶりとの事でして平成
最後のダイキン女子ゴルフに素晴らしい華を
飾ったと思います。
お話は変わりますが、東日本大震災、８年目を
迎えております。当時12歳の子供達が今年20
歳になります。勿論、ロータリー希望の風支援
も頑張っているところですが、東日本の子供達
が大きく成長し、これから夢を持って頑張って
頂けると思います。私達も微力ながら支援して
いきたいと思います。今日は卓話がありますの
で簡単な挨拶とさせて頂きます。ありがとうご
ざいました。

34会員数 34

30 28
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訂正出席者数



例会場： ラグナガーデンホテル　TEL: 098-897-2121 2018-19年度

例会日： 毎週水曜日　12:30～13:30 会長： 東江 繁子

事務所： 宜野湾市大山 2-9-25-2F 幹事： 大城 英明

TEL： 098-898-9000 会報委員長： 我謝 八重子

FAX： 098-898-0003

E-mail： info@ginowan-rc.org

職業宣言　８．職業倫理を高めることは、職業奉仕の大切な一面だ。 2018-19年度クラブ会長テーマ：　キラリ輝こう！

主なテリトリー：宜野湾市、北谷町、中城村、北中城村
創立：1966年1月10日

皆さんこんにちは。一般社団法人絵本メンタリング協会
の代表をしております仲宗根敦子と申します。今日はこ
の様な素晴らしい会でお話しする機会を頂きまして本当
にありがとうございます。これから30分に渡り絵本メン
タリング協会でお伝えしている「絵本の読み聞かせの世
界について」お話を致します。私共絵本メンタリング協
会を立上げて2年になります。全国で100名のインスト
ラクターがそれぞれの地域で絵本の読み聞かせの効果な
どをお伝えしています。さて、絵本は子供に欠かせない
物、絵本は子供に良い物と親御さんは思っています。

では、実際に読み聞かせをしていますか？というと実は、殆どの親御さんは読み聞かせしていないのが
日本の実情となっております。「子供にどんな本を選んだらいいのかわからない」「どんな読み方をす
ればいいのか」「子供に付き合うと時間がかかり自分の時間がなくなる、自分が疲れる」という風に
中々難しい方々が凄く多い現状です。私達はそれを脱却する為に絵本の素晴らしい効果をお伝えする啓
発活動をしております。私達は絵本を早く読む事、ゆっくり読まない。声色も変えない。最後に1冊読む
ごとに褒める。そして「よく見ていたね～」「偉かったよ～」「集中してありがとう」と意図的に認め
て、褒めるという事をして下さい。月齢が上がって行くと褒めるという作業を無意識にやらなくなって
しまう。絵本を読むたびに褒める事でお子さんは自分が親に認められている、愛されているという自己
肯定感が育まれます。自己肯定感って何だろう？「何かが出来たら偉い」「何かを達成したらいい子」
という事ではなく、ありのままのどんな自分でも全部を認める、全部ＯＫという自分の全てを丸ごと肯
定するってことが自己肯定感だと考えています。ネット社会の今、子供達は外に出る事を極端に嫌がり
ます。ネットで行きたい所は見れる。友達との関わりもチャットで出来る。という風に結構問題視され
ています。その為にも、何でもできるチャレンジする心を育てていく事は急務だと私は思っています。
ここで内閣府平成26年に実施した調査「若者白書」より抜粋した統計をご紹介します。「自分には長所
がある」日本68％、他の先進国は75％以上でアメリカは93％となっております。「自分自身に満足し
ている」日本45％、韓国71％となっており先進国の中で一番自分を肯定するという人が低いと言われ
ています。「上手くいかわからない事に意欲がもてますか」日本52％、その他の国70％～80％です。
逆に「つまらない、やる気が出ないという事を感じた事があるか」という調査では、日本は断トツの
76％、韓国64％、その他の国で50％を切っております。ですので、日本のお子さん達に一番今必要な
のは、幼少期に親に無条件に愛されること、親に関わってもらっている、そんな気持ちがとても必要だ
と感じています。子育てに正解はありません。お母さんのよく見て、よく聞いて、よく感じる気持ちが
正解です。沢山ある情報の中で、本当に母子が一番必要な五感で子供を感じる事がこの絵本から出来る
と思っています。この絵本の絵と言葉を通して親子を繋ぐ作業が出来ると思っています。お子さん達も
大人もそうですが、言葉だけでは現実に何かを認識する事は出来ません。物を見ただけでも言葉がない
と何なのか認識する事は出来ません。お母さんが「空は青いね」と言うから子供も空は青いと認識しま
す。お母さんが「お花は綺麗だね」って言うから、お花は綺麗なんだって認識します。物を見て、聞い
て、これがそうなんだと、どんどん脳みそが開花いていく。働きかけをすればするほど子供はどんどん
吸収していくと言われています。脳の神経回路は6歳までに90％発達すると言われています。一気に子
供は6歳までに色んなものを吸収していきます。数字で言うと、子供の1日は大人の30日分の吸収力を
持っているという事です。子供の集中力は年齢プラス2秒と言われています。だから絵本を早く読むと集
中力が持続します。そして褒めて上げて下さい。「オオカミと７ひきのこやぎ」のお話だと最後にオオ
カミが死んだと言う言葉を、それをそのまま子供に見せていいのか？と言う意見があり、これが歪曲さ
れて「オオカミと仲良く手をつないで、めでたし、めでたし」みたいな絵本もありますが、例えばゲー
ムをしていて、ゲームオーバーで死んでも何度もリセットして何回でも生き返るという様な思考を持つ
事がもっと危険だと思います。絵本の中から汚い言葉、怖い言葉があったら一瞬にして、何て悲しいん
だろう？悲しい物語があれば悲しさを知る。そうして人に優しくする事を育んで行ける。それが頼もし
いツールだと思っていて、沢山の方に伝えていけたら嬉しい事だと思っております。最後に皆さんに絵
本を1冊読まさせて頂きたいと思います。（別紙に続く）

(第2449、2450回）
2019年3月20日、3月27日号

卓話：仲宗根敦子様（一般社団法人 絵本メンタリング協会 代表理事）
～ 絵本の読み聞かせの世界について ～
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