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 　田村副会長(写真左)が推薦者を代表し

 渡邊電気(株)、代表取締役、川上勝義新

 会員(同右)を紹介。小部会長が、バッチ

 及びロータリー４つのテスト額を贈呈。

 同会員が、「生まれ、育ち、住まいは越

     前町小樟。年齢は67才だが、定年まで公

務員。縁があって現職。年は取っているが何もわからない

世間知らず。よろしくご指導願いたい」と、挨拶。出席者

全員輪になって「手に手つないで」を歌い歓迎しました。

 　10有余年の永きにわたり、市子ども会

 育成連絡協議会をはじめ､SABAEスノーフ

 ェスタ料理教室等、地区の健全な青少年

 育成の先導者として尽力。多大な功労を

 労い、小部会長から竹内様(写真右)に表

 彰状を授与し金一封を贈り称えました。

 　本日のお客様、鯖江市子ども会連絡協

 議会、会長、竹内香代子様(写真下右)。

 後ほどロータリー賞を授与し､卓話願う｡  ➊６月24日(金)18時30分から、於：あわ

 　そして、待望の新入会員を迎  　ら温泉灰屋開催、最終例会の案内、確

 えた。入会式で紹介する。  　認。移動は、乗り合わせか各自でお願

 　ところで、綿ぼこり。正体は  　いしたい。ＲＣでは、バス等の準備は

 何なのか。ホコリは、人が生活  　しない。また、宿泊や朝食等が不要の

 する日常行動において必ず発生。一番発  　方は、私に伝えてほしい。

生率が高いのは、衣服を着替える・寝具を使う事。  　以上、よろしくお願いしたい。

　子供がいる家庭では大人よりよく動くので、衣服や住居  　酒井芳則社会奉仕委員長が、「皆さん

の絨毯・カーテン・畳等、あらゆる箇所の摩擦により繊維  のお陰で、やんしきおどりのＤＶＤがで

質が剥離されて、ホコリとなる。これらは、１つ１つが非  きた。これを見れば誰でも踊れるように

常に小さく軽い為、空気の動きにより空間に浮遊。時間を  なる。やんしき音頭も収録。活用願いた

掛けて床に落ち、くっつき合い大きく目立つようになる。  い。試作品として２セット作成。よけれ

　内容物は多い順番に､①繊維(衣服・絨毯・カーテン・布  ば制作にかかる」と説明、報告。

団等)､②人体のフケ・垢等、③ダニ・ノミの死骸や糞、④

ハウスダスト、⑤外部からの粉塵。特に①の割合が大半。

　面白いのはホコリの色｡ほとんどが灰色(絵の具同様全て  (敬称略･ 順不同)

の色を混ぜると灰色になる)｡内容は、多くは繊維類から出 1 小部　隆充 2 窪田　健一 4 佐野　直美

ているが、他も含め混ざり合って灰色となる。試しに、虫 2 大橋　良史 2 齋藤多久馬 5 岡本　圭子

メガネ等で見ると色の混ざり方が良く分かる。洗濯機のゴ 2 帰山　明朗 3 田村　康夫

ミ取りネットに溜まった塊も同様。赤色ばかりの部屋で数 １：川上様入会ありがとう・竹内様受賞おめでとうございます

日間暮らすと、赤色のホコリだけが発生する。発生を抑え ２：１、竹内様卓話を楽しみに ３：２、早退します

るには、①繊維の対策で効果が高くなる。 ４：２、楽しいロータリーライフを過ごしましょう

　以上、余談といえば余談だが、本当の話のようである。 ５：川上様入会おめでとうございます。竹内様卓話を楽しみに
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キュウリを切る時、言わなくても子

どもが切り方から全部教えていく。

■子どもの柔軟性、礼儀良さ

　障害のある子も地域事業に参加。

　本日は､身に余る立派な賞を賜った。こ 初めは１人１人違う子が３人入って

れからも皆様にご理解とご支援願い､子供 きて心配した｡学校の様子を見たり､

に関わっていきたい。お礼申し上げる。 勉強しながら関わったが、心配する

　私達が子どもを育てた時代は､地域の人 よりちゃんと動いてくれていた。公

が見守ってくれた。今は､各個人個人が家 民館の合宿通学でもそういう子が参

族で出かけ、近所との付き合いも少ない｡ 加。子ども達が、ちゃんと見守って

そこで、子ども会が形骸化した時に､子ど くれている。子どもは柔軟性ある考

もが、子どもの手による､子ども会づくり えの中で、生活、活動している。

を目指すために立ち上がったのが数年前｡ 　そして、子どもの礼儀の良さ。朝の通学路で立っている

　当ＲＣ洒井会員と連日､教育委員会を訪 際、小・中・高生が声をかけてくれる。素直に元気よく、

ねると､また来たのか､何をしに来たのか､ 人の目を見て挨拶する。特に鯖江中学校。朝練の済んだ子

と言われた時代があった。今は、よく頑張り子どもを見守 ども達。歩きながらの挨拶でなく、人の前に静止して、お

ってくれる、という同委員会の温かい言葉をもらう。 はようございます。あれにはびっくりした。

■リーダー育成と自主企画、学校のタテ割り生活 　数年前の同校は少し荒れていて、これで勉強ができる環

　子ども会リーダーは小学校５・６年生。これを終了した 境かな、と思った。今では 800人以上いる学校に訪問して

中学校のジュニアリーダー。今年は高校生の同リーダーも も、ざわつきはない。姿勢正しく学習に取組んでいる姿、

育った。同リーダーが24名。子ども会リーダーが28名。こ 自分達が変わらなければいけない、と児童会が率先した。

のリーダー達が、想像もできない事を企画する。 　鯖江地区の冬の風物詩、 SABAEスノーフェスタ。今年１

　やんしきまつりでは、研修会で同保存協会の人に指導し 月、13回を終了。この中に光るものがある。今まで何回か

てもらい、おどりを覚える。去年はクラブのチーム賞を作 参加した小学生。今中学に入って、ボランティアとして会

り、学校の友人を引っ張って来て、たくさんの賞品をもら 議や運営に出てくる。小さい時からの事が身についていれ

った。小さい子は父母と参加した時に、親は後ろで見守っ ば、大きくなっても自発的に何でも取り組んでいける。

てればいい、子どもには参加賞やお土産がある、とジュニ 　今年もう１つ感動した事。体育大

アが呼び掛け、去年は百数十名の子ども達が参加した。 会､鯖江地区の中学生ボランティア､

　今の子供達、ジュニアリーダーの高校生の話をすると、 39名が出てきた。暑い中水分補給も

中学３年の時に部活で燃えていた。部活が終わった８月か せず、３時頃まで頑張ってくれた。

らは、燃え尽き症候群。私もう学校に行っていない、高校 最後に体協の帰山会長が、校長先生

受験ができない、という本人と母親から相談があった。 からお茶とお菓子の小袋を渡し解散

　でも、子ども会ではそんな顔すらない。小・中学校、地 かと思った。しかし、本部テント撤

域の大人達が、毎月 450名ほど参加する子ども祭りが、ユ 去、会場内ゴミ拾い等、最後の最後

ーカル鯖江である。その企画や説明、運営等、全部ジュニ まで、子どもが自発的に活動。そういう風に鯖中ボランテ

アがする。開会式に来る各校長が、この姿を学校の教員に ィアの中では、育って培われてきた。日頃の積み重ねの重

見せたい、というように子ども会では頑張っている。 要性を体育大会､日頃の地区での授業の中で考えさせられ､

　学校に行けない。でも子ども会で力をつけ、相談室、学 大人も頑張らねばいけない事を実感している。

級まで入り、今年は４人共が希望する高校に進学できた。 ■地域の優しい目を子どもと大変な家庭に向けて

　本当に子どもは鯖江・日本の宝。今までは、上から目線 　ＲＣの皆様は、日頃から青少年育成に尽力願っている。

で子ども会活動で応援してきた。でも、育成者として一歩 感謝する。大人の目が、子ども達をちょっとほめる事で、

下がり、子どもに教えられて、学んでいるのが現状。 少しでもいい事をしよう、という気持ちに変わっていく。

　また、私は公民館の子供対象事業にも参加。子ども料理 　特に鯖江の子ども達は元気。子どもはしたい事をよく考

教室に１－６年生まで参加するが、申込するのは親。包丁 え、計画しているだけ。時にはふざけるリーダーもいた。

を持ってはいけない、と申込してくる。でも、包丁で何か その際、なぜそういう事をしたら注意させるのかを大人が

 切ると、 そっと教える。次からは素晴らしい子供に成長している。

 切れた切 　小学校１年生から引きこもっていた子が、今年、中学３

 れた、大 年から学校へ出られるようになり、高校へ進学。地域の方

 丈夫だっ 々の親への声かけ、アドバイスによってその子どもが、保

 たという｡ 護者が学校へ出したと思う。

 学校のタ 　地域の優しい目を皆様にこれからも子供たちに向けて、

 テ割り生 また、大変な家庭に向けて、これから育成に取り組んでほ

 活は、素 しい。お願いばかりになるが、子どもたちは素直。教えら

 晴らしい｡ れながら、活動を１歩ずつ前進したいと思う。

福井県内ＲＣ例会日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

月曜日

▲６月第４例会　▲第２７６０回　平成28年６月２４日(金)　点鐘：18:30- 於:あわら温泉 灰 屋 

テ－マ ｢子どもとの関わりについて｣

　Ｋ　：１８：３０－開始 福井南ＲＣ(福井繊協ビル) Ｋ 丸岡ＲＣ(丸岡城のまちｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀ-) Ｌ 福井水仙ＲＣ(福井パレスホテル) 福井西ＲＣ(ﾊﾞ-ﾄﾞｸﾞﾘ-ﾝﾎﾃﾙ･ﾚｼﾞ-ﾅ)

卓　話

鯖江市子ども会連

絡協議会　会長

竹　内　香代子 様

武生府中ＲＣ(越前たけふ農協会館) 三国ＲＣ(三国観光ホテル)

武生ＲＣ(武生商工会館) 鯖江北ＲＣ(神明苑) Ｌ 敦賀西ＲＣ(ニュ－サンピア敦賀)

　無印：１２：３０－開始 Ｋ 福井ﾌｪﾆｯｸｽＲＣ(ｻﾞ･ｸﾞﾗﾝ ﾕｱ-ｽﾞﾌｸｲ) 福井北ＲＣ(ｻﾞ･ｸﾞﾗﾝ ﾕｱ-ｽﾞﾌｸｲ) 福井ＲＣ(ユア－ズホテル福井) 福井あじさいＲＣ(ﾎﾃﾙﾘﾊﾞ-ｼﾞｭｱｹﾎﾞﾉ)

福井東ＲＣ(ＡＯＳＳＡ) 若狭ＲＣ(ｻﾝﾎﾃﾙやまね･7-12月ﾎﾃﾙせくみ屋) 敦賀ＲＣ(福井銀行敦賀支店)

　Ｌ　：１９：００－開始 勝山ＲＣ(勝山市民活動センタ－) 大野ＲＣ(大野商工会議所会館)
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