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第１７９５回例会       平成３１年１月３０日(水)         

例会場  アルカーサル迎賓館川越 

  

【 司 会 】           SAA 平山実 君 

 

【 開 会 点 鐘 】 １２：３０       山中基充会長 

 

【 お客様紹介 】            山中基充会長 

       

鶴ヶ島市教育委員会 教育長 

              浅子藤郎様 

 

【 会 長 の時 間 】            山中基充会長 

本日は、議会の日程もあり、理事会を開催させていただ

きました。理事の皆さんには、少し変則的な日程となっ

てしまっている事、お許しください。また、4 月 21 日に鶴

ヶ島市議会議員選挙を迎えます。ちょうど、地区大会と

重なっており、会長として欠席せざるをえません。よろし

くお願い致します。 

また、ガバナー選出が遅れた為に、当初 3月 10日に予

定されていたインターシティミーティング、所謂ＩＭが 3月

24 日になったり、例年 4 月に行われている地区協議会

が5月 19日に変更される予定で、こちらはまだ正式な連

絡がありませんが、台北艋舺クラブを迎える旅行の最終

日と重なってしまいそうです。 

いろいろと日程的に対応しなければならない事が多くご

ざいますので、皆様クラブからのお知らせには、さらにご

注意いただき、混乱がないようにお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一方で、旅行は、松崎さんを中心に、四国の大塚美術 

館や道後温泉、しまなみ海道など満喫できそうですし、

職業奉仕での小江戸ビール工場の見学や川越の老舗

のお寿司屋さんにも行かれますので、楽しみにしたいと

思います。 

先日、商工会主催で、2月 8日朝げいこを見学する八角

部屋の北勝富士の講演が行われたと埼玉新聞に載りま

した。残念ながら私は行かれませんでしたが、直接お聞

きになった方はいますか？  

大勢の方が講演にみえて、大きな体格にビックリしたと

かお話は伺っています。 

前回も申し上げましたが、初場所でいきなりの 3 人の大

関を撃破し、横綱白鳳にもほぼ勝ちかけて、不戦勝での 

勝利も２勝と運の良さも発揮し、９勝６敗で勝ち越して、

小結昇進もほぼ確定となっております。一方で、遠藤と

か貴景勝とかさほど役に差がない力士に負けており、講

演でも平幕相手でも横綱大関を相手にしているというよ

うな気持ちで頑張りたいと意気込みを語られていたそう

です。いずれにしても、おそらく、一番いい時期に八角

部屋の朝げいこに行かれる事を喜びたいと思います。 

真剣勝負と言えば、私事ですが、公職選挙法が改正さ

れて、この度の統一地方選挙から選挙期間中に、一人

の候補４０００枚の政策ビラを作成できる事になっていま

す。 

実は、選挙期間中は、当選したらこういう事をやっていき

たいとか、今までこういう事をやってきたとかは、街頭演

説で訴えるか、ネットで配信するしか方法はありませんで

した。 

衆議院や参議院、また知事選、市長選などの首長選挙

では許されていた政策ビラの作成が許されるようになっ

たのは、政治を「お願いから約束へ」変えていく為です。 

しかも、議員というのは議会で過半数を得なければ前に

ことを進められませんから、独りよがりではなく、チームで

の団結がより問われる選挙となるのです。 

できたらいいな、ではなくこうする、こうしたいと訴えるの

は、会社で目標を掲げて前に進めているロータリーのメ

２０１８－２０１９年度  R.I会長 バリー・ラシン 

第２５７０地区ガバナー 茂木  正    第一グループガバナー補佐 小澤 政治 

鶴ヶ島 RC会長    山中 基充    鶴ヶ島 RC幹事   木村 武志  
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ンバーにしては当たり前かも知れません。 

別の意味で、真剣勝負という事で、今回からの地方選

挙の意義についてふれさせていただきました。 

本日は、浅子教育長様に卓話をお願いしております。

浅子さまの事については後ほどふれさせていただきま

すのでよろしくお願い致します。 

 

【 幹 事 報 告 】        木村武志幹事 

１．米山記念奨学生終了式及び歓送会の案内が届いて

います  

２．1月のロータリーレートは 110円です 

３．IMの懇親会の参加確認の用紙を廻します、記載お

願いします 

４．２月例会出欠表を廻します、記載お願いします 

４．クラブプログラムの差し替えをお願いします 

６．米山記念奨学会の 6000 円の領収書がありますが、

これは会から出ています。申告用にご使用くださ

い。 

 

【 委員会報告 】 

◎親睦委員会             松崎峰夫委員長 

２月８日（金）日帰り旅行宜しくお願い致します。 

会費は、５．０００円とさせて頂きます当日集金しま

す。 

日高RC主催のゴルフコンペのご案が届いております。

（内田敬子親睦委員詳細） 

  

 

◎地区国際支援委員会        横山明美委員 

  交際支援寄付 1人 2.000円宜しくお願い致します。 

  詳細は後日配布致します。 

            

       

 

【 出 席 報 告 】           渡辺道雄委員 

◎ニコニコ BOX               

★教育長浅子藤郎様本日は宜しくお願い致します。 

山中基充君 

★教育長浅子藤郎様ようこそお出で下さいました。卓話

宜しくお願い致します。  内野麒一君 内野一夫君 

川野昇君 清水良一君 山根義法君  

宮前典子君 木村好伸君 横山明美君  

田中憲一君 齊藤大祐君 長峰秀和君  

木村武志君 山岡達生君 

★本日は公務でお忙しい中当クラブにお越し頂き有難

う御座いました。毎年県展の時期になりますと初日に

必ず先生が北浦和の近代美術館にお越しになられ、

写真展の場所でお逢いし先生からの心温まるお祝い

の言葉を頂き感激致していました。又、鶴ヶ島美術協

会でも大変お世話になっています。お礼申し上げま

す。                      渡辺道雄君 

★４月６日の鶴ヶ島市さくらまつりの実行委員長に任命

されました。                   中嶌清君 

★本日の卓話、浅子様ご苦労様です。2/8の日帰り旅

行宜しくお願い致します。         松崎峰夫君 

★インフルエンザ注意です。来週はアメリカへ出張しま

す。                      青柳英史君 

 

 

 

 

 

 

 

         浅子藤郎教育長紹介 

平成２３年４月 埼玉県教育局市町村支援部長 

平成２４年４月 埼玉県教育局教育総務部長 

平成２６年３月 定年退職 

平成２６年１０月１日 鶴ヶ島市教育委員会教育長就任 

平成２７年１０月１日 法改正後新教育長として鶴ヶ島市

教育委員会教育長就任 

鶴ヶ島市が、女子児童のいじめによる自殺など激動の

中で、11 月起こった事件を翌年の３月に第三者委員会

からの答申を導いたり、浅子さんでなければ、乗り越えら

れなかったと個人的には思っています。 

会員数 出席者 
出席 

免除者 

免除 

出席者 
出席率 

修正

率 

29名 21名 3名  ３名 72%  
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【 卓 話 】  

鶴ヶ島市教育委員会 教育長 

              浅子藤郎様 

 

平成 26 年 10月就任より 4 年 4 カ月鶴ヶ島でお世話に

なっております。特に鶴ヶ島ロータリークラブの皆様にお

かれては、社会体験チャレンジなどで大変お世話にな

っております。インフルエンザが猛威をふるっていて、学

級、学年閉鎖もでています。高熱が異常行動を招く事が

あり、ニュースにもなりましたが、鶴ヶ島の児童がお騒が

せしました。幸い怪我は軽くすんでいますが、学校を通

して保護者にはさらに注意を促しています。 

ロータリークラブ会員の渡辺さんより市の美術展覧会で、

卓話を依頼されまして、校長会でお話したものを話させ

ていただきます。私は、実際に生徒児童に教えるという

事はありません。校長先生を通して指示を出しています。

4 月初めの校長の着任式において、講和を 4～50 分話

しております。これは、無理かなという事も繰り返しお話

をし、やってもらう事もございます。 

そういう中で、鶴ヶ島市の教育について。教育振興基本

計画にも謳っている通り、その目的は、「社会に出て自

立できる子どもたちに」という事です。 

社会は、変化の連続、従来型の、今までと同じという姿

勢では対応できません。教育を取り巻く環境の大きな変

化、情報化とグローバル化これに力を注いでいます。 

今学習指導要領が変わり、小学生は平成 32年、中学生

は 33年に完全実施されますが、外国語活動、ほぼ英語

ですが、小学生のうちから既に取り組んでいます。 

また、情報技術教育では、プログラム教育、スマホやタ

ブレットの日常ルールを作るなど取り組み、いじめなどの

道具として使われている事などを踏まえ、リテラシー教育

に取り組んでいます。 

 社会においては、今は、一人では何も解決できない、

様々な国の人とも働かなくていいとおもいますが、協働

の為には何よりもコミュニケーション能力が必要です。受

け入れる、自分の考えをしっかり述べる、発信する事が

必要です。 

アクティブラーニング、主体的で対話的で立案する力を

養う事。それを学校教育でいかに行っていくか。 

4，5 人でグループを形成し、話し合いの学習と進めてい

ます。コミュニケーション能力身につけて、全ての子ども

が話す機会がある事が大切。また、基礎基本がおろそ

かでは何も生まれない。間違っても大丈夫、発信するこ

とが大切と教えて皆が参加しやすい様にしています。 

先生は、意見を言わない、子どもたちがグループで考え

て取り組めるようになるのが理想です。讃える事やテー

マの出し方で結果が違ってくる、どう展開するか見極め

て、また新たに子どもたちとどう勉強を進めていくか、先

生の力量も問われています。 

３０分という時間では、全て話すという事が難しいですね

校長会でも訴えましたが、何よりも大切なのは、自己研

鑽とお話させていただき、私の卓話とさせていただきま

す。 

ありがとうございました。 

 

       
 

       
 

 

【 閉 会 点 鐘 】 １３：３０    山中基充会長 

          

 

 

 

    
事務所：鶴ヶ島市商工会館内 

鶴ヶ島市鶴ヶ丘 855    TEL049-271-6600 

          FAX049-271- 6610 

例会場：アルカーサル迎賓館川越 

川越市鯨井新田４－１１  ＴＥＬ049-231-7777 

   E-mail:tsurugashima.rc@ah.wakwak.com 

ホームページＵＲＬ http://tsurugashima-rc.jp 

例会日時：水曜日 12：30～13：30 

http://tsurugashima-rc.jp/

