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四つのテスト 言行はこれに照らしてから
1.真実かどうか 2.みんなに公平か 3.好意と友情を深めるか 4.みんなのためになるかどうか

本日のお知らせ

2017年5月30日
ソング
会員卓話

次回のお知らせ

第1906例会

2017年6月6日

「みかんの花咲く丘」
片山吉定 君

中善隆 君

ソング

ビジタ－
会長挨拶

「君が代・奉仕の理想」
結婚・誕生祝

会員卓話

藤林 範員 君
2017年5月23日
点 鐘
ソング
ゲスト

第1907例会

中 知哉 君 畑中一伸 君
松下瑞良 君

第1905会報告
坊岡 進 会長
「日も風も星も」
有田川町教育委員会
社会教育課 杉本 和子様
なし
会長

坊岡 進 君

こんにちは。緑のきれいな季節になりましたが
、毎日晴天つづきで、暑いくらいです。私の農園
では、じゃがいも、トマト、きゆうり、なすが順
調に育っています。
今日は、ロータリーソングのことを一言。例会
のスタートは、まず、ソングです。これは、クラ
ブに活気を入れるために、皆で、歌でも歌って元
気づけようということで、始まったそうです。一
堂に会して大声で歌うということは、会に緊張感
を高めると同時にリラックス感を与えます。今年
度、ソングリーダーの児島君により、毎月４週目
に童謡を歌うようにして頂いております。童謡の
設定にはじまり、歌詞やCDの用意、当日の伴奏の
スイッチ・オンなど大変御苦労を掛けております
。来週と６月未とあと２回ありますので、皆様、
どうか心して歌い、郷愁を味わって頂きたい。地
区などの会議の始まりに 「国歌・君が代」と「
奉仕の理想」を定番のように歌いますが、「奉仕
の理想」は、日本のロータリアン皆が知っている
歌として扱われていますが、あまりにも教育的で
かた苦しい感じがします。当クラブの40周年例会
では 「有田南RC歌」を歌いましたが、あれは良
かったと思っております。

さて本日は、ゲスト卓話として 「ブックスタ
ート」について有田川町図書館の杉本和子様、会
員卓話として峠原忠夫君に頂きます。宜しくお願
い申し上げます。
幹事報告

幹事

田井 伸幸 君

☆ガバナ－事務所より
・２０１７年度米山奨学会「バ－ベキュウ－懇親
会」の案内
6/24（土） 10:00～13:00 「二色の浜公園」
・例会変更のお知らせ
岩出ＲＣ 和歌山中ＲＣ 和歌山西ＲＣ
和歌山南ＲＣ 高野山ＲＣ
・田辺東ＲＣより 週報頂きました。
☆岡本ガバナ－エレクト事務所より
・１０１７－２０１８年度地区戦略委員会の委員
出向のお願い
大原 裕君が 任命されました。
出席報告

会員総数
出席者数
先々週出席率

ニコニコ報告

山本 昌美 君

30名 (出席規定免除者10名）
23名
出席率 95.83％
91.67% → 95.83％
中善隆君（米山委員会）
赤田 修己 君

・有田川町教育委員会 杉本和子様ブックスタ－
トの卓話よろしくお願いします。峠原君本日卓
話ご苦労様です。よろしくお願いします。
坊岡会長 田井幹事 藤林君 垣内君 畑中君

金谷君 児島君 松宮君 山下君 大原君
杣野君 山本君 中善君 田中君 野田君
田甫君 長﨑君 中平君 片山君 塩路君
中知君 赤田君
・本日卓話です。いねむりＯＫです。（峠原君）
峠原 忠夫 君

会員卓話

先ずは、表彰を受けられたお三人（坊岡・山下
・久保田）さん おめでとうございます。
同じことを永く続けるということは、まず健康で
あることと同時に、全ての事柄に対して誠実であ
ることの証しだと思います。本当にご苦労さんで
した。
会場には会員・ご家族以外にも大勢のお客様が
ご臨席下さいました。４０年間、微力ながらも継
続してきた「超我の奉仕」を認めていただいた証
しだと素直に受け止めて、ご出席下さったことに
お礼を申し上げたいと思います。 わけても、城
南ＲＣ潘勝一パストガバナ－のご配慮にはいたく
感銘をうけました。それもこれも坊岡会長の３０
年来のお付き合いによるものと、あらためて「親
睦・友好」の大切さを再確認いたしました。
「記念事業」も時節柄、適切だったと思われます
し、ハ－プ・フル－トの演奏もロ－タリ－のイベ
ントらしくスマ－トで良かったと思いました。
企画していただいた方々の良識に「カンパイ」で
す。会長さん、実行委員長さん、司会進行のお二
人さん、各部署を担当された皆さん、本当にお疲
れさんでした。
ですが皆さん！！ ゆっくりもしておられませ
ん。５０周年へ向けて、乗り合わせた船（有田南
ＲＣ号）はもう「例会」の翌日から出発・進行し
ています。「初心」を忘れずに、これからも充分
にロ－タリ－ライフを楽しんで下さい。
ゲスト卓話

有田川町教育委員会

社会教育課
杉本和子 様

皆さん、こんにちは。
有田川町教育委員会の杉本と申します。
日頃はブックスタート事業にご支援を賜り、誠に
ありがとうございます。
さて、ブックスタート事業を始めさせていただ
いて今年で１５年になります。
当時、新規事業をなかなか役場の中で認めて貰え
ず「赤ちゃんと保護者が絵本を介して、心ふれあ
うひとときを持つきかっけをつくる」というブッ
クスタート事業の主旨を前田先生にご説明させて
頂き、有田南ロータリークラブの皆さんのバック
アップのもと、和歌山県では初めて事業実施がで
きたこと、つい先日のように思い出されます。
有田郡の３町の１５歳までの子どもを持つ家庭
には必ず絵本があるという中、継続して支援をつ
づけている南ロータリークラブの皆さんにとって
は、その効果は非常に関心のあることなのではな
いかと思います。
「ブックスタートがもたらすものに関する研究レ
ポート」という本の中には、ブックスタートの効
果についてこのように書かれています。
― ただ、あるものの「効果」は、その「目的」
と対になって語られることがあり、「子どもへの
読み聞かせ」という文脈においては、「想像力が
豊かになる」「語彙が豊富になる」「知能があが
る」といった「効果」を分かりやすい数値等で示
すことが期待されることも多い。しかしブックス
タートはそれらを目的とした活動ではないため、
私たちにはこれまで活動の目的と、子どもへの読
み聞かせの教育的な側面とを結びつけることはし
てこなかった。そして、本来ブックスタートが目
指したShare Bookの時間の中で生まれる、親子の
ふれあいや気持ちの通い合い、喜びや楽しさなど
に注目し、それらに対する人々の共感を集めなが
ら活動を推進してきた。
また、ブックスタートは目にみえる分かりやす
い効果を調査等ではっきり示しづらい活動でもあ
る。赤ちゃんが育つ環境は様々な要素が複雑に影
響しあっており、「ブックスタート」によって「
親子の絆が深まった」「赤ちゃんが幸せに成長し
た」ということを証明することは非常に難しい。
また、自治体ではブックスタートの開始と同時
に、地域の中で様々な読書推進や子育て支援の取
組みを行うことも多く、何か「効果」のようなも
のが現れたとしても、それが「ブックスタートだ
けによって」もたらされたとは言い切れない場合
も多い。そもそも絵本をいっしょに楽しむことの
意味や、そこで生まれる幸せな時間にどのような
意味があるのかを説明することが難しく、人の心
に起こることを数値だけで測り示すこともできな
いだろうと考えてきた。(「ブックスタートがも
たらすものに関する研究レポート」) ―

非行率が下がった、学力が上がったなど、その
効果を数値的に表せれば一番わかりやすいのです
が、それが非常に難しいのですが、私なりに考え
てまとめさせていただいたのが、お手元にあるブ
ックスタート実施報告書です。
P.7をご覧ください。
この１５年の間に、市町村合併がり、有田川町
ではALECが建てられたことにより、金屋図書館は
ブックスタートをはじめ絵本の取組みに力を入れ
ていたことから、児童書専門の図書館になりまし
た。出生率はじりじりと減少する中、図書館の貸
出冊数、イベントへの参加者数は順調に伸びてい
ます。(H28の減少は工事による休館のため)
また、有田川では2060年に人口２万人以上という
ビジョンを掲げる中、その戦略として「絵本」を
取り上げています。(P.8)
これらすべては H.14年からはじまったブックス
タートが根底にあることは間違いありません。
「参考までに報告書 P.9にイギリスでのブックス
タートの社会的価値を数値化した資料を載せてい
ます。実施方法の違いなどはありますが、ブック
スタートで絵本をもらった後37年間に子ども、親
、そして国が経験する成果の価値となり、全社会
的投資収益率は1対25、国への価値は公金１ポン
ドに対し、4.19ポンドの収益を示すとされていま
す。」

《ブックスタ－ト 現地レポ－ト》
平成２９年５月２３日

身籠ると親は誰でも５体満足で元気に生まれて
欲しいと願います。産まれると明るく元気に愛情
深く聡明な子に・・・幸せになってもらいたいと
願います。でも、いい大学を卒業し、いい会社に
入っても仕事が長続きしない、家庭をもっても維
持できない、これでは本当に幸せだとは言えませ
ん。
定職につけない、離婚が多いのは今の社会現象
のように思えますが、もしこの原因が親子の触れ
合いにあったとしたらどうでしょう？人間の人格
形成はもちろん脳で行います。乳幼児期に健全な
脳を育んでいないと、キレる子どもに延いては定
職につけないような大人になるようです。これは
脳科学で証明されています。産まれて間もなくか
ら発達しはじめる脳幹をきたえておかないと、人
間らしさに欠く人になってしまいます。そして、
その脳幹をそだてるには、赤ちゃんのころから３
歳ぐらいまで言葉や肌のぬくもり、匂いなどで五
感を働かせるお母さんとの触れ合いが重要だと言
われています。
スマホを見ながらの子育ての場面もよく目にし
ますが、その子の将来を考えると恐ろしく思いま
す。今までブックスタート事業を１５年もの長い
期間ご支援いただいていますが、未来への投資の
この事業、さらに大事な事業であるとご理解いた
だいて、今後ともご支援を賜れればと思います。
どうもありがとうございました。

於 有田川町立金屋図書館

支援金を手渡す中知哉 社会奉仕委員長
わたしいろわかるのよ・・・

♡

♡

このてわかるかな～

四ヶ月検診

アアァ・・・

→

検診後、絵本が渡
されます・・・

社会奉仕委員会の方々と（８名の参加 畑中君はカメラマンです）

ー

２０１７－２０１８年度ＲＩ会長

紹介

－

（2017-18年年度地区研修・協議会より抜粋）

2017-2018年度国際ロ－タリ－
「テ－マ」

