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    TEL 088-824-8660 

今後の予定 

第 5３１回 2015 年６月 1６日（火）例会報告 

・国旗儀礼、本日の歌 

  「奉仕の理想」 

・幹事報告 

 

・本日のプログラム 

  卓話 山中 千枝子 様 

千斗枝グローバル教育研究所代表

「多様化するネットトラブル」 

   

 

 
 
 
6 月 30 日（火） 
 最終夜間例会 
 
7 月７日（火） 

通常例会 
 
その後の予定は 
わかり次第お知らせします。 

今週のお花 

会長挨拶

今週のランチ 

◎あじさい（白） 「寛容」
    （ピンク）「元気な女性」

皆さんこんにちは。このように大勢の皆様にお越しいただき、

少し緊張しております。 
本日は高知ロイヤルロータリークラブの日常をご覧いただきた

いと思いますので、皆さん普通にお願いします。あまり長い話

をしてもいけませんので、皆さんどうぞごゆっくりお過ごしく

ださい。宜しくお願いいたします。 
 今日の卓話は山中千枝子先生です。子供向けとは言え、大人

が聞く子供達のネットトラブルの保護者として、社会人として

ちゃんとしておかないといけないことをお話くださいますの

で、楽しみにしております。宜しくお願いいたします。 
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本日は西ロータリークラブの皆様 たくさんお越しいただきましてありがとうございました。最後までゆっくり

お寛ぎ下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

西ロータリークラブ 山村稔晴 次期会長 山岡俊則 次期幹事 ご挨拶 

ビジター紹介 片岡 由紀夫 親睦委員長 

【 高知西ロータリークラブ 】 

池澤 啓輔 様    井上 孝志 様    山村 稔晴 様 

山岡 俊則 様    福重 直也 様    有光 孝一 様 

森光 恵三 様    斉藤 嘉一 様    松田 康司 様 

田部 博史 様    五藤 栄一郎様    竹内 康祐 様 

奥村 恭明 様    植野 万行 様    高橋 浩介 様 

小野山 敬一様    大西 久司 様    山岡 陸宏 様 

家庭記念日祝  ロータリー財団 ポールハリスフェロー

次期会長の山村です。存じ上げている方々もいらっしゃいますけど、初めての方もいらっしゃい

ますので自己紹介させていただきます。私は帯屋町にあります高知大神宮という神社の神主でご

ざいます。皆さん一業種一名。西クラブでも神社は私一人でございます。神社はそもそも何のた

めにあるかと申しますと、金儲けのためでもないわけでありまして、金はひっとり儲かるわけで

すけど・・・。目的とするところは『日本が永遠に日本であるために神社はある』ということで

す。クラブでも『日本が永遠に日本であるためにロータリークラブはある』という思いで次期の

会長を務めたいと思っております。宜しくお願いいたします。 

皆さんこんにちは。私は次期の幹事を仰せつかっておりますニッポン高度紙工業の山岡と申し

ます。ロイヤルロータリークラブには過去一度メイキャップに来たことがあります。夜の部で

は時々平岡さんにお目にかかっておりまして、面識のある方々も何名かいらっしゃいます。次

期のことについて少しお話をさせていただきます。来期、１１月６日に四ロータリークラブで

合同夜間例会を開催したいと考えております。この例会は高知西ロータリークラブが親クラブ

の須崎・仁淀・ロイヤルにお声をかけております。この四つのロータリークラブで親睦の大合

同夜間例会を三翠園で開催したいと考えておりますので、どうか日頃の面倒見の悪さはこの場

で忘れていただき、来期からはこのようなかたちでやっていきたいと思いますので、どうか宜

しくお願いいたします。 
 もう一つ、来年３月５日に高知第一分区、第二分区の IM があります。場所はサンピアです。

ホストクラブが西クラブとなっておりますので、沢山のご出席をお願いしたいと思います。実

行委員長もすでに決まっておりまして、高橋浩介さんにやっていただくことが決まっておりま

す。以上、簡単ではございますが、私の挨拶とさせていただきます。 

尾田 安広会員 6 月 8 日 
西川 義章会員 6 月 15日

 
西川義章会員 
家庭記念日は年に一回ある

わけですが、このように大勢

の方から祝っていただくの

は初めてです。ありがとうご

ざいます。 
 

刈谷 敏久会員 受賞
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～あのね、お母さん～ 

〔千斗枝グローバル教育研究所代表) 

山中干枝子 

「ねえ、ねえ、ねえ、ねえ」。お迎えに来たお母さんを見つけると、

持っていたボールをポーンと投げ捨て、縁側に走り出ていった。彼

の名前は、よし君(仮称)。乳児保育所の三歳児学級にいる。よし君

は、お母さんのそばに駆け寄ると、お母さんの上着のポケットに手 

を入れ、スマートフォンを取り出した。そして、その場に座り込み、

画面をタッチし始めた。もう誰の声も聞こえない。お母さんは、私

と園長さんの方を見、「ユーチューブが好きなんですよ、この子」

と、ほほ笑んだ。多動傾向があり、近く検査をするというよし君「い 

つから」と母親に聞くと、二年ほど前から」。その頃に何があった

のか。ユーチューブを見るようになり、「まだ二歳なのに」と他の

保護者が褒め、私もうれしかった。ほぼ毎日、保育園に行く前に一

時間から二時間。保育園に迎えに行ったときから寝るまでの問、平

均三～四時間は、スマホ(ユーチューブ)を動かしているという。 

よし君のように、親のスマホやタブレット、自分のゲーム機で毎日延々と遊んでいる乳幼児が増えてきた。と同時に、そ

のことが原因と思われる多動傾向が増えてきたように思う。数年前から、同じテーブルで食事をしながら、両親がスマホを、

子どもたちがゲーム機やスマートフォンやタブレットを...と、ながら食事をしている親子をよく見かけるようになった。そ

こには、会話やコミュニケーションはない。放課後の時間、近くの公園でベンチに座り、スマホやゲーム機で遊んでいる児

童のグルーブを見かける。数時間一緒にいるが、会話はない。ただひたすらゲームに没頭しているだけ。 学校の帰りに、ス

マホに夢中になっている中高生をよく見かける。そのほとんどが「ライン」に夢中になっている。「何をしてるの」と聞く

と、「ライン。既読って出るがよ。すぐ返事せんと」。その一人がつぶやいた。「やめたいけんど、やめるのが怖い。着信

が入ると、嫌で体が震う」...。ネット依存がささやかれ始めて数年たつ。乳幼児期からのゲームなどによるネット漬け、小

中学生のゲーム、ライン......。高校生も例外ではない。ケータイ、スマホ、タブレットなどの長時間使用による依存と中

毒は、年々深刻な状態であり、取り上げようとするとパニックを起こし、暴れることもある。 

ネットトラブルも多くなっている。メールによるケンカ、掲示板への悪口などの書き込み、フロフや、フログでの誹謗中

傷、なりすましによるストーカー行為など。そして最近、ラインのトラブルが増えている。連絡網に作った学級や部活のト

ークルームからの「はずし」。人が発した言葉に同調して、集団でのいじめ。加工修正した画像の貼り付け・・・。 

四年前、助産師をしている友人から、分娩室にスマホを持って入り、授乳時にもスマホを離さないお母さんが多いことを聞

いて衝撃を受けた。 

「ねえ、お母さん」 

わたしがはじめて    あなたに会ったとき 

あなたは、ケータイで    わたしを写していました 

生まれたばかりで、 期待と不安で    あなたを見つめていたとき、 

あなたは、わたしを   見ることもなく   ひたすらケータイと   向き合っていました 

あれが、 メールというのでしょうか 

わたしにお乳を.飲ませてくれるとき 

あなたは、ケータイの   画面を見て笑いながら   メールをうっていました 

授乳の時間は、メールタイム   そうなのでしょうか  

ねえ、お母さん   どうしてわたしの方を   向いてくれないの  

ねえ、お母さん   いつまでたってもわたしは、 あなたの顔を知りません  

「かわいいでしょう、 わたしの子よ」  

「大好きなのよ、わたしの子よ」  

いくらいっても、   わたしにはわからない  

ねえ、お母さん わたしを見て  

ねえ、お母さん わたしを見て  

わたしがはじめて   お家に帰ったとき  

あなたは、ケータイでわたしを写し、こうメモをしました  

「はじめてのお家、 はじめてのベッド」  

わたしがはじめて お風呂に入ったとき  

あなたは、ケータイでわたしを 写し、こうメモをしました  

「はじめてのお風呂、 はじめての我が家のお風呂 

卓話 山中 千枝子 様「多様化するネットトラブル」 
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はてしなく続く ケータイの中のわたしと   ケータイの中のわたしのメモ 

おねがい、お母さん わたしを見て  

おねがい、お母さん そのままのわたしを見で、  

ねえ、お母さん いつまでたってもわたしは、 あなたの顔を知りません  

ねえ、お母さん    ねえ、お母さん  

わたしを見て     わたしを見て  

(「君はどう生きる山中干枝子著 2015 年明石書店出版予定)  

生まれてすぐ、スマホやタブ レットでお守りをさせる保護 者。ネットでしかつながれない、 そこでしか自分を見つけられ

ない子どもたち。液晶画面の中か ら抜け出す術を知らない子ども たち。 十数年前まで、家庭や地域社会には、「夕方六時

になると他人の家に行かない」、「夜八時を過ぎたら電話をしないというルールがあった。今ケータイ・スマホからのイン

ターネットやゲームに夢中で、家族との会話やコミュニケーションのできない子どもたちが増えている。 また、「おやすみ」

と自分の部屋に入ってから、夜中や早朝に友達に電話をかけたりメールやゲームをしたり、ケータイ、スマホ、タ,フレット

を長時間使用している子どもたちが増えている。前述したように、それに伴ってトラブルも多く発生している。悪いのはケ

ータイやスマホではなく、子どもたちの遊び方(遊ばされている?)である。 親子の会話をメールで済まさないで！友達と過

ごす楽しい時間をゲームやメールで済まさ ないで...人と人とのコミュニケーションは、スマホやタブレット経由ではでき

ない。両親や家族は家庭にいるときは、ケータイやスマホをやめて、子どもたちと直接向き合ってほしい。インターネット

は、知性と理性を育てるのに有力なツールではあるが、実社会の「人間」を感じ取ることが薄れるという弱点も抱えている。

さらに、善悪を見分ける経験の乏しい子どもたちにとって、危険な情報がたくさん存在しているということを強く意識して

おくことも必要である。 親子でよく話し合い、約束ごとを決めて段階的に使用したい。  

2015 年 6 月家庭の友より抜粋 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【山下 等会員】誕生日記念ありがとうございます。
西ロータリーの皆さんありがとうございます。こんな
賑わいは初めてです。山中先生 楽しいお話勉強にな
りました。確かに見た目はお若く見えます。うらやま
しいです。 
【西川 義章会員】西クラブの皆様 本日は大勢お出
でていただきありがとうございました。山中先生恐い
お話ありがとうございます。どうすればよいか考えて
みます。又、本日 結婚記念日お祝いいただきありが
とうございました。 
【田岡 一徳会員】今日はすごく賑やかで・・。いつ
もこれ位の人数ならいいですね～～。 
【平岡 勉会員】本日は西ロータリーの皆さんたくさ
ん（19 名）メイキャップに来ていただき感謝です。（池
澤会長さんありがとうございました。次期会長山村様、
来期もよろしくお願いいたします。） 

【近藤 善資会員】山中様 卓話ありがとうございま
した。 
【品原 一夫会員】西ロータリークラブの皆様 本日
はありがとうございました。山中先生 卓話ありがと
うございました。私もファミコン世代ですけど、何か
違いますね。小さな子供が２人いるので気をつけよう
と思いました。 
【二宮 邦江会員】本日は西ロータリークラブの皆様 
たくさんお越しいただきありがとうございました。山
中先生 卓話をありがとうございました。今の子供達
は大変な環境に居るのですね。ネットはトラブルの元
になるという事がわかりました。気をつけます。 
【片岡 由紀夫会員】西ロータリークラブの皆様、本
日はお忙しい中お越しいただきまして有難うご座居
ました。ネットトラブル 為になりました。子供にも
教えたいと思います。 

 
 

 
 総数 出席 欠席 Ｍ.Ｕ 出席率

6月 16日 23 14 8 1 65.21
6 月 2 日 休日     

6/16 累計 
16,500 円 537,355 円 

出席率報告 ニコニコ箱金額と累計 

  ニコニコ箱 

西川次期会長から 
高知ロイヤルロータリークラブの 
ホームページを発信するべく 
田岡 IT 委員長と作成中です。 
ごらん下さい！！ 
ホームページアドレス 

royal-rc.jp 
 


