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第 2753 回 例会

◇ 点 鍾 12 時 30 分
◇ ロータリーソング 『奉仕の理想』
◇ 四つのテスト唱和

◇ 国際ロータリー第 2780 地区ガバナー

ガバナー補佐

第 2753 回例会

2018 年 11 月 1 日

バリー・ラシン（East Nassau RC)
脇

インスピレーション
になろう

会長報告

鈴木

康仁

10 月 28 日（日）に三崎港町
まつりが開催されました。
来場者は主催の実行委員会発表で
5 万人に達したということです。
まぐろの漬け丼、まぐろラーメン、
トロ串、トロちまき、まぐまぐの
実などの販売はもちろん、姉妹都
市、長野県須坂市のリンゴとブド
ウの即売も行われたり、新造船「シエルブルー」で
の相模湾クルーズなどが楽しめるイベントも開催さ
れました。
城ケ島でも「スタンプラリー＆ガラポン抽選会」
「城

ケ島産サザエのつぼ焼き」なども行われ、大勢の観光客で賑わい、また一段と三浦の名を広めたイベント
となりました。
一方で、31 日（水）に三崎魚市場先の岸壁から乗用車が海中に転落し、乗っていた 4 人のうち、3 人が搬
送先の病院で死亡が確認され、救助された 1 人が負傷しました。
４人は東京都内在住の家族とみられています。
こうした悲しいニュースは三浦で聞きたくないものです。
幹事報告
＊お誕生日お祝

相澤 静夫 会員 Ｓ１０．１１．９
鈴木 明徳 会員 Ｓ３２．１１．１
佐藤 周一 会員 Ｓ２５．１１．２５
小高 徳行 会員 Ｓ４４．１１．１０
加藤 隆史 会員 Ｓ４５．１１．１８
＊入会月お祝
菱沼 国男 会員（２０１４）
＊ロータリーレート １＄＝112 円
＊三浦市青少年派遣団の三浦市民まつり出展のご案内
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幹事報告

例会について

秋本

清道

会員

11 月 15 日（木）の卓話は、( 株 ) 農業生産法人デリーターファーム金子寛一氏をお招きし、現在、初声でチョウザ
メの飼育をされている中で、飼育にかける思いをお話ししていただきます。

また、12 月 13 日（木）の例会は、第一グループの会長幹事会もあり、人数も多くなりますので、4 階で例会を行います。
皆さん運動不足で、体もなまっていることと思います。

簡単にできるソフトなストレッチヨガをしたいと思います。

当日は、ヨガをしてから食事、セレモニーとなりますので、お願いします。

出席報告
・会員総数：26 名

本日出席：20 名

出席率 76.9％

欠席：6 名

ニコニコ BOX 報告
・鈴木康仁 連続欠席のおわび。
長島会員卓話楽しみにしています。
本 日 前回まで 累 計
ニコ ニコ
15,000 111,000 126,000 ・芹川直行 ①長期欠席のおわび。
②ロータリーバッチわすれました。
財
団
13,000
39,000
52,000
③米山功労者 5 回目の賞状頂きました。
ポ リ オ
6,000
29,000
35,000
・相澤静夫 誕生月のお祝い。
米
山
14,000
50,000
64,000
・鈴木正孝 ながしまさん、楽しみにしてます。
周
年
1,000
7,000
8,000 ・笠倉正弘 長島さん、初めて聞く卓話ですが楽し
計
49,000 236,000 285,000
みにしています。
・土田成明 長島さん、卓話よろしくお願いしますいます
・藤喜代司 長島会員様、本日の卓話楽しみにしておりました。
・長瀬六郎 長島様、卓話を楽しみにしております。
・奥山浩司 三崎へようこそ。よろしくお願いします。
・長瀬六郎 皆様よくおいでになりました。
・奥山浩司 長島さん、卓話楽しみにしています。
・小高徳之 お誕生月のお祝い。
・長島満理子 本日の卓話、よろしくお願いします。皆様の温かい目と耳でお聞き下さい。
・加藤隆史 今日もまりこさんは輝いています！素敵な卓話、期待しています♡

ニコニコ BOX 集計報告

卓話

長島

満理子

会員

本日は、卓話という貴重なお時間を頂き、ありがとうございます。
つたない話ではありますが、よろしくお願い致します。
今日は、最近私が力を入れている活動についてお話をさせて頂きます。
結婚、子育てと経験のない私ですが、子育て真っ最中の友達と三浦の子どもたちや子育てを始めたばかりのマ
マたちの支援といったら大げさかもしれませんが、子どもたちとお母さんの応援をさせて頂いています。
主に、三浦市内小学校の図書ボランティアの有志で「えほんの海をおよぐ」
という読み聞かせサークルを作り、最近、スマートフォンの普及により、
インターネットや SNS などに偏りがちで読書離れしている子どもたちに
絵本や本の楽しさを伝え、親子で楽しむ時間づくりを推奨しています。
しかしながら、私は両親が忙しく、祖母の家に預けられほったらかしに
されて育ってきたので、親に絵本を読んでもらった記憶はほとんどあり
ませんし、また子どもに本を読んであげるという経験もないのですが、
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親子のコミュニケーションの取り方、本の持つ力の大切さをサークルの仲間から聞き、三浦の子どもたちに多
くの本を読んでもらいたい、聞いてもらいたい気持ちになり、一緒に活動をさせて頂いています。
読み聞かせサークル「えほんの海をおよぐ」の活動を紹介させて頂きます。
メンバーは元保育士、元幼稚園教諭、アートスクール講師、ことばキャンプインストラクターなど子どもたち
と接することが多いベテランお母さんの集まりです。
月に一回、南下浦市民センターで季節の絵本、楽しい時間と題して、未就園児を対象に、季節に合った絵本の
読み聞かせや、子どもたちと一緒に遊んだりします。
今月も 13 日に開催します。
内容は秋の絵本としおり作りです。落ち葉やドングリを使って工作をすることを予定しています。
また今年の夏には、三浦市在住の絵本作家平田昌広・景ご夫妻にご協力していただき、親子で楽しむ絵本ライ
ブ「まっさん・けいちゃんメオトよみ絵本ライブ 2018」を開催しました。
南下浦市民センター講堂に 100 人以上の子どもたちや保護者が参加していただき、盛大に開催することができ
ました。
子どもたちに絵本の楽しさや本物というと語弊がありますが、絵本作家による絵本ライブは子供たちに本物を
見せる！ということで好評でした。
このような活動の輪から、絵本や本を通して親子のコミュニケーションを作ってもらいたいと願っています。
やはり、初めての子育てで頼る人も少なく、悩んでしまうお母さんはいます。
悩まず手助けをしたいという気持ちが強く、子育てサークルの輪を広げていきたいとみんなで考えています。
メンバーは本が大好きな人ばかりで、私はまだまだ勉強中ですが、子どもの頃から絵本や本に少しでも触れる
時間があるだけで、創造力はつきますし、理解力も付き学力向上に繋がっていきます。
なにしろ、親子のコミュニケーション作りには最適です。
各小学校で、毎月 2 回くらいの割合で、図書ボランティアが絵本の読み聞かせを朝の限られた時間で開催して
います。
子どもたちは大変楽しみにしているようです。楽しみにしている子どもたちをがっかりさせないように、本の
選別も大変という図書ボランティアの嬉しい悲鳴を聞きます。
最後に、残りの時間で「みうらのさくらのものがたり」という紙芝居を披露させていただきます。
この紙芝居は、三浦に河津桜が植えられたきっかけはどうだったのかという内容になっています。
上宮田小学校の総合学習の時間に私の父が三浦海岸まちなみ事業協議会の事業で行っている「三浦海岸桜まつ
り」について話をしてほしいと依頼され、話をしたのがきっかけで紙芝居作成に至りました。
授業を一緒に聞いていた、私の同級生が、
「今日の授業の内容、三浦に河津桜が植えられているようになった経緯、
たぶん、今の子どもたちは、もともと河津桜は三浦にある物だと思っているから、真実を今後伝えていかない
といけないよね」という話から、どうやって子どもたちに伝えるかを考え、「紙芝居」がいいのではないかとい
うことになり、内容は取材して、絵はどうする？描ける人いる？という話から、前から各小学校で絵本ライブ
を開催して頂いている、夏の絵本ライブでお世話になった平田夫妻に作ってもらいたい！という熱い思いが芽
生え、忙しい中、無理矢理に低予算で作成していただくことになりました。
予算もない中、三浦の子どもたちのためにという熱い思いだけで活動しているサークルです。
今後はロータリーの皆様のご協力も頂けたらと勝手なお話です
が、思っています。
また、この紙芝居を三浦市中に広めたいと、メンバーがゲリラ的
に紙芝居を披露したりと細々と活動しています。
どこかで見かけた際には、足を止め見てください。宜しくお願い
します。
そして、今月 18 日に行われるみうら市民まつりで国際ソロプチ
ミスト三浦さんのブースをお借りして、紙芝居を発表しますので、
宣伝もお願いします。
時間は 11：00 〜と、13：00 〜の 2 回を予定しています。
以上です。ご清聴ありがとうございました。
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