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点鐘・開会宣言・歌唱 第１７例会記録(プログラム)

｢ロータリーを実践し
みんなに豊かな人生を｣

【第３３回 ３月２０日(木) 】

＊卓話者紹介 茅根正之ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長
中田俊彦会員は昭和22年10月3日生まれで､宮崎二葉幼

稚園園長です｡当ｸﾗﾌﾞの入会は昭和62年5月28日で現在米
山ｶｳﾝｾﾗｰです｡1999年-2000年度のｸﾗﾌﾞ会長､2004-5年度
地区第3ｸﾞﾙ-ﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐を歴任されました｡

＊会員卓話「HOW TO 人前で話す」
中田俊彦会員

この度卓話の機会を与えて頂き感謝しております｡
本日の卓話は「HOW TO人前で話す｣ですが､私が現在宮崎
二葉幼稚園園長をしております事より幼稚園の紹介と今
年で創立50周年を迎え記念史のDVDを製作致しましたの
でこの2枚をご覧頂いて卓話をさせて頂きます。①先ず
幼稚園ですが､創立時から変わらない教育方針は､きちん
とした挨拶､後片付けや 整頓などのしつけをしっかり身
につけさせることです｡一方で 子供達の良い所を褒める
のも大切ですね｡宮前平の保護者の方は子供の教育に熱
心な方が多く､幼稚園に求めることを具体的に持ってい
ます｡ですから本園では広い庭で自由に遊ぶ時間やお絵

報告

＊R情報委員会 細谷和彦委員長
3/16に行われたRｾﾐﾅｰに入会3年未満の新会員の､

伊藤壽一会員､濱田 肇会員､曽我直樹会員と共に出席
致しました｡

ます｡ですから本園では広い庭で自由に遊ぶ時間やお絵
描きなどの製作活動をはじめ､専門分野の先生を呼んだ
運動遊びや音楽ﾘｽﾞﾑの時間など､保護者からの要望を反
映させた保育内容を設けています｡子供達の成長をきち
んと感じていただけるｶﾘｷｭﾗﾑになっていると思います｡
＊教育の原点
人間性を引き出し､高める事｡これが教育性の追求です｡
1.挨拶
いつでも､どこでも､誰にでも､挨拶ができる子供

2.よいしつけぐせ
子供の良いところを探し､見つけ褒めてあげよう

3.心の教育 絵本を通して思いやりと優しさを育てる
②次は創立50周年のDVDをご覧下さい｡創立は昭和39年
4月30日で初代園長は富田豊さん､2代目が富田喜九次さ
ん､3代目が私の父である中田勝武､4代目が私中田俊彦で
す｡創立より卒園生は1万人を超えており､現在の園児の
数は約500名です。
では③番目として本題の卓話に入ります。

「How to人前で話す」
ﾛｰﾀﾘｱﾝとして卓話者を紹介したり､その評価を聞いた

りしたことがあるかもしれません｡ｽﾋﾟｰﾁが終った時に､
もう終ってしまったとがっかりするほど､感激する機会
を得るのはすばらしいことです｡終らないのではないか
と思うｽﾋﾟｰﾁでも､まだましかもしれません｡
しかし攻守所を変えて､自分がｽﾋﾟｰﾁをする側になったら
どうでしょう?聴衆に共感してもらうにはどうしたらい
いのでしょうか? 演説となるとﾊﾞﾗｸ･ｵﾊﾞﾏ氏ほどの雄弁
家はそれほどいるわけではありません。
“準備は十分に” ｽﾋﾟｰﾁはどれくらいの時間が適切でし
ょう? 20分話をして､その後10～15分の質疑応答の時間
を設けるのが望ましい｡
ﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝﾄを使う理由は､ｽﾋﾟｰﾁの流れの中で話し手がど
の辺りの話をしているのかを聞き手にわからせるためで
す｡ｽﾗｲﾄﾞはどうしても使わなくてはならない場合でも、
せいぜい3枚までです｡話し方のﾎﾟｲﾝﾄとしては“個人的
経験を話す”“論旨を明確にする”“聴衆の事を知る”
“準備をする”“20分以上話さない”
「心がけておいてほしいこと」
組織は“あなたﾄｯﾌﾟで"99%決まる!
あなたが成長を志すことで､園全体が成長します。
自社の豊かな成長を実現するために心がけることです。



*3/20 (会員敬称略･順不同)
鈴木良一 中田会員､お母様のご冥福をお祈り致します｡
卓話をよろしくお願い致します｡
中田俊彦 卓話をさせていただきます｡よろしくお願い
致します｡
福嶋 徹 PETSに行きました｡気が重くなって来ました｡
菊池幸治 中田会員､本日の卓話楽しみにしております｡
＊3/27
小川くに子様(神奈川県議会議員）本日は宜しくお願い
致します｡
鈴木良一 本日は花見ご夫人ﾃﾞｰです｡皆様ゆっくりとお
楽しみになって下さい｡
中田俊彦 家内がお世話になります｡
菊池幸治 今年で私達は結婚49年になりました｡ご招待

ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ

【第３４回３月２７日(木)】
移動例会｢花見ご夫人デー」

リストランテ フィオーレ

本日の花見ご夫人ﾃﾞｰはﾌｨｵｰﾚの森 ﾘｽﾄﾗﾝﾃ ﾌｨｵｰﾚに
て移動例会で行われました｡ ご夫人､ご家族､会員､
ご友人と47名の出席で楽しくなごやかなひとときを
過ごしました｡
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑとしては｢ｸﾗｯｼｯｸｷﾞﾀｰの夕べ｣として

神長淳一様のｷﾞﾀｰ演奏を楽しみました｡
今年は桜の花は少し遅れて見られなかったのが残念
でした｡

お客様

祝慶事
＊会員誕生日 3月 濱田 肇会員 3/6
＊夫人誕生日
1月 森 由美様 1/15 石川佳代様 1/18

三富瑶子様 1/29 濱田智津子様 1/21
2月 持田静江様 2/1 安原京子様 2/10

三家昭子様 2/25
3月 細谷やよい様 3/6

＊入会記念日
杉崎晴男会員 H3.3.28 森 正一会員 H4.3.5

＊結婚記念日
1月 福嶋徹･千恵子様 1/20
2月 持田裕弘･静江様 2/22   三家 護･昭子様 2/24
3月 飯尾光正･智子様 3/8    菊池幸治･昭子様 3/23

＊表彰 第7回米山功労者 志村正夫会員

小川くに子様 谷野功明様 喜多川亮平様 安藤恒弘様
安藤伸江様 福嶋千恵子様 細谷やよい様
飯尾智子様 茅根啓子様 菊池昭子様 三富瑶子様
中田節子様 大橋洋子様 志村眞佐子様 杉崎里美様
鈴木慶子様 相馬順子様 月岡香栄子様 吉田浩康様
大橋龍平様 田名網康代様 月岡希心様

出席報告

例会日 会員数

　出席

義務

者

出席

数
欠席数

本日

出席率

前々

回欠

席数

MU
前々回

修正

3月20日 30 29 21 8 72% 6 6 100%

3月27日 30 29 26 3 90% 8 3 83%

寄付報告

月日 件 合計 累計 目標額 達成率

3/20 15
ｴﾝﾄﾞﾎﾟﾘｵ

15000　※
29,000 150,000 19%

3/27 0 0 29,000 150,000 19%

3/20 15 15,000 432,000 600,000 72%

3/27 0 0 432,000 600,000 72%

3/20 14 16,000 686,500 1,200,000 57%

3/27 23 58,000 744,500 1,200,000 62%

3/20 14 14,000 457,000 600,000 76%

3/27 0 0 457,000 600,000 76%

R財団

米山記念

奨学会

ﾆｺﾆｺ

BOX

ﾌﾚﾝﾄﾞ

ﾘｰBOX

クラブ会報委員会
石川演慶委員長 三富末雄副委員長
森山圭介委員 本藤光隆委員 編集担当：石川演慶 三富末雄

※(R財団目標額：会員数×120㌦×100円⇒119%達成(43万円)のため 3/13より
ｴﾝﾄﾞﾎﾟﾘｵ～2018を積立 会員数×5,000円目標 米山目標額：会員数×2万円)

菊池幸治 今年で私達は結婚49年になりました｡ご招待
いただきましてありがとうございました｡
三富末雄 本日は花見ご夫人ﾃﾞｰ楽しんで下さい｡桜が見
られなくて残念です｡
志村正夫 妻と二人で楽しみに参りました｡
佐藤哲夫 今日は友人の神長さんにｷﾞﾀｰをお願いしてい
ます｡宜しくお願い致します。
※本日の家族会に際し､ご祝儀を頂戴しました｡

(敬称略･順不同)
鈴木良一 田中 薫 持田裕弘 茅根正之 福嶋 徹
細谷和彦 杉崎晴男 石川演慶 三富末雄 森 正一
本藤光隆 相馬 元 菊池幸治


