
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                               
 
 
 

 

 

 

◎司会       ＳＡＡ・親睦委員会 堤 香苗 

◎点鐘                     会長 澄川  昇                                                    

◎ロータリーソング 「それでこそロータリー」 

                  ソングリーダー 菊池  敏 

                 

◎お客様紹介                 会長 澄川  昇 

  多摩市立南鶴牧小学校 副校長      福田 章人様 

  岡山西南RC                  椎原 裕二様 

  

◎会務報告                  会長 澄川  昇 

・3月6日の定例理事会で4月3日花見例会が京王多

摩川ｱﾝｼﾞｪ BBQ-VILLAGEに決定いたしました。 

・5月 12 日の富士見ロータリー40周年の案内が来ま

した、当クラブとしては奉仕プロジェクトとゴルフ

同好会との協賛という形にいたしました。 

・親睦旅行を6月2日3日箱根に決定いたしました。 

・仙台空港ターミナルモニュメント建立に当たっての

イベントは資料を見ていただき参加不参加を決め

ていただきたいと思います。 

・ロータリーの地区表彰への挑戦について理事会で話

し合いました。 

・SAKUJI 作戦の事について紹介の発信は締め切って

いますが、もし推薦があれば日本国中どこでも良い

のでよろしくお願いします。 

 

◎幹事報告                 幹事 荒瀧 義機 

配布：富士見ロータリー40周年式典のご案内 

 回覧：ガバナー月信3月号 ハイライトよねやま156、 

東京プロバスニュース、フレンズのピースアート2013 

東日本震災・被災児童支援チャリティーポスター展の 

お知らせ 

事務所移転のお知らせ：東京山の手RC 

・フレンズ・ピースアート2013は奉仕PJ関岡委員長か

らの紹介です（詳しくは配布パンフレット参照） 

・国際ロータリー3650地区の地区大会の案内がきてお

ります4月12日15時より13日まで韓国ソウル市に

て、登録料1名1万円は現地払い、詳しくは事務局ま

でおたずねください。 

 

 

 

 

 

 

 

 
◎次年度会務報告     会長ｴﾚｸﾄ 萩生田政由 

3月6日の奉仕プロジェクト会議にて皆様からたくさん

のご意見をいただきました、今後次年度統括委員長より

報告していただけると思います。3月8日に第1回クラ

ブ運営連絡会議が開かれましていろんな意見をいただ

き今後炉辺会合などで話し合っていきたいと思います。

本日例会後事務局に於いて被選理事会が開かれますの

で理事各位は参加お願いいたします。 

【 委員会報告 】 

◎出席報告        出席奨励委員会  吉沢 洋景 

 

会員総数                      34名 

出席義務者数                   25名 

出席義務免除者                9名 

出席者数 出席義務者 （MU2名含）   21名 

出席義務免除者                7 名                             

計                     28名 

出席率   28/32  =  ８７．５０％ 

第１０４９回例会（2/27）訂正出席率 ７５．００％ 

◎ニコニコＢＯＸ     ＳＡＡ・親睦委員会  山田 文夫 

澄川   昇    福田副校長様 卓話よろしくお願い 

致します。 

 荒瀧 義樹    福田章人先生ようこそいらっしゃい 

         ました。卓話たのしみです。 

         よろしくお願い致します。 

 大松 誠二  木蓮が咲いて、沈丁花の香りのなかで 

        ボケも咲いた、春がきました。 

 遠藤 二郎  福田副校長様ようこそ。 

 萩生田政由  南鶴牧小学校副校長 福田章人様 

        卓話よろしくお願い致します。 

 伊澤ケイ子  南鶴牧小学校 副校長福田様 

ようこそ卓話よろしくお願いいたし 

ます。 

 菊池  敏  お客様ようこそ！ 

 中谷 綋子  強い風ですね 花粉症の方がんばっ

て下さい。 

 齋藤 誠壽  福田先生卓話宜しくお願い致します。 

 柴崎 信洋  カマクラとフクシマで震災法要して 

        来ました。 

  

 

 

                                                                                                                                                                   
    
 

 
例会場  京王プラザホテル多摩 例会日 水曜日12：30～   月最終例会18：30～ 
事務局  〒２０６－００３３ 多摩市落合1-43  京王プラザホテル多摩５６１号 
TEL  042-372-6463  FAX  042-372-6491 Eメール tamagrc@tamagrc.join-us.jp 

 
会長 澄川 昇  幹事 荒瀧義機    
会報・記録委員長 宮本 誠  副委員長 小泉 博  
委員 足立潤三郎 大松誠二 遠藤二郎 柴崎信洋 海野榮一 山田 勍 

                                                                                                                                                          ２０１３．０３．１３． 第１０５１回例会  No.２３－３３  ２０１３．０３．２７発行 

 

 

  
                                                                                                                          

 

 

        

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

  

    
      

国際ロータリー第２７５０地区   

東京多摩グリーンロータリー・クラブ 
        ２０１２～２０１３年度 

 

全員積極参加でロータリーを楽しもう！ 
                 

 

 



田﨑 博実  今日は午後の予定が変更になって 

       出席できました。 

津守 弘範  福田先生卓話楽しみです。 

本日の合計￥１６,０００ （累計￥６９２,４３２ ） 

◎その他委員会 

★報告              海野 榮一会員 

3月6日車いすテニスプレーヤーの西村君より北九州の

大会で優勝したとのメールが入りました。その場に居合

わせた方々にはご寄付をいただきました、他にもご協力

をしていただける方はよろしくお願いいたします。 

★SAA・親睦委員会       委員長 菊池  敏 

富士見ロータリー40 周年の案内に日程が入っておりま

せんでした５月１２・１３日です。 

花見例会は４月３日１１時１０分現地集合、最寄り駅は

京王多摩川です。 

★ロタキッド委員会     副委員長 宮本  誠 

恒例の白楽荘慰問コンサートですが３月３０日１１時

より行いますので、皆様出席できる方はお願いいたしま

す。４月６日に都心でオーケストラバックの演奏会に出

演予定です。またご案内いたします。 

◎卓話紹介     プログラム委員長 齋藤 誠壽 

福田 章人氏は長年にわたって義務教育に携わり多く

の児童達を送り出してこられ、現在は 多摩市立南鶴牧

小学校副校長をなされています。校長先生ですと児童と

ふれあう機会も少ないのではと考え今回は副校長様を

お迎えいたしました。少子高齢化時代など義務教育の現

状をお伺いできればと思います。 

◎卓話               福田 章人様 

私は教育畑で、企業などの方と接する機会は少ないので

す。この機会に学校と接点の少ない方々に少しご説明が

出来れば良いなと思います。 

最近ではいじめや不登校、給食とアレルギー、学力や体

力の低下などいろいろ話題になってきています。いじめ

問題は教育委員会が力を入れており東京都によるスク

ールカウンセラーの配置が決まっております。体罰につ

いても相当の調査が入ってきております。命に関わるア

レルギーの子供も結構い

ます。命を預かっていま

すのでシステム的にどう

にか成らないか検討して

います。体力調査などに

よる全国ランキングでは

東京の子供は体力がない

などと言われてます。我

校は芝の校庭で、競技場用の柔らかい芝です。秋に冬芝

の種を撒くと冬も緑です。当校としては体力増強の点で

芝を役立てたいと思っております。少子化問題では当校

は一時かなり児童数が減りましたが、また増えてきてお

ります 大きなマンションなどが出来たおかげです。昔

と今の違いとして、今は35人学級と言い36人の学年で

すと18人と18人の２クラスになります。昔は40人と

か 50 人の多人数のクラスもありました。東京では音楽

と図工の専科の先生以外に指導法改善の加配の教員が

います。これは T.T.（チームティーチング）とか少人

数指導などして、よりよく子供達が理解できる教育をす

るための教員です。学校週５日制も昔と変わったところ

です。昔は土曜日は半日でしたが、今は逆に月２回土曜

日授業の学校もあります。今は週時程1日大体6時間で、

昔は5時間とか4時間の日もありましたが土曜日のない

分遅い時間まで授業の必要が出てきました。教科も変わ

って来て生活科なども出来ました。低学年の理科と社会

を統合したような教科です。体育には保健の教科書もあ

り高学年は年間 4～6 時間です。最近は「領域」授業の

「道徳」を「教科」にするという動きもあります。また

総合的学習の時間という枠組みが週に3時間あり、それ

がゆとり教育の悪いところとして槍玉に挙り、最近2時

間に減り、また5.6年生に外国語活動（英語）が出来ま

した。読み書きでは無く会話やゲームなどです。施設面

では、うちの学校では芝の校庭やビオトープなどの水場

があり、太陽光発電で普通の家庭 10 件分くらいの電力

を発電していますが、学校として一番必要な照明などに

も全然足らない量です。教科書も大きくなって、机やラ

ンドセルなどの変更も必要でした。机も大型されて 35

人学級でもかなりきつく感じます、昔は同じ所によく

50人も入っていたなと感じます。 

大きな行事、運動会、学芸会、展覧会、音楽会などは昔

と変りません。学習発表会などと言っている学校もあり

ます。子供は子供なので変わったとは思っていません。 

多摩市の話ですが 義務教育の小学校なので日本全国

同じカリキュラムで、それほど他と違いがあっても困る

はずですが、それでも市町村単位でのカラーが出てきま

す。多摩市は図書館司書が各学校に居ます。図書室に司

書が居て公立図書館との連携が出来ています。ピアティ

ーチャーは多摩市独自の言い方で講師さんと言ってる

ところもあります。これは市で予算を出している非常勤

教員で、大変助かっています。市は特別支援教育に対し

ても力を入れていると思います。通級学校も多いし支援

学級に対しても他市と比べて手厚く感じます。ESD(持続

発展教育)にも力を入れていて、我が校ではカナダの学

校との交流でテント生地に特殊な絵の具で絵を半分ず

つ描いて交流したりしています。多摩市としては「2050

年の大人作り」としてこれから、よりよい活躍をする人

間を育てたい、先々を見越した、持続可能型社会にする

ための姿勢や態度を養っていくということだと思いま

す。このESD（Education for Sustainable Development） 

とは教育の最先端の事なのだろうなと思います。今の教

育で言われている基礎基本の習得などの学習内容です。

学力と言うと、この学習内容の獲得だと思われています

が、一方ではそれを憶えてるだけでは企業などから必要

とされていません。自ら学習内容を獲得するための能力

の育成が必要と言われています。タダの物知りではなく、

能力を獲得する能力を育てる必要があります。協調性を

持つ力を育てる必要もあります。論理的な思考力を身に

つけ、問題解決能力を身に付ける能力を育てる必要があ

り、そして客観的に自分をみることができる、メタ認知

能力こそこれから必要になることだと思っています。 

◎お礼と点鐘                 会長 澄川  昇
（今週の担当： 柴崎 信洋） 


