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第２５１７回 ２０１９年１０月２４日(木) 例会報告

昭島観光まちづくり協会
カレンダー販売のお知らせ

○司 会 社会奉仕・職業奉仕チーム
荒巻正康 チームリーダー

【開会点鐘】12時30分
坡山浩二 パスト会長

ロータリーソング
「四つのテスト」
ソングリーダー
丸鶴信一会員

来訪者紹介
卓話講師 昭島市拝島第一小学校校長 石川博朗 様
東京田園調布RC 長久保伸一 様
東京三鷹RC 海老澤 武 様
同上 深澤幸夫 様
同上 村重盛紀 様

会務報告 坡山浩二 パスト会長
1．向山会長は所用のため欠席です。本来は安保副会長のと
ころですが、安保副会長は他クラブで卓話に行かれている
ようです。そのような事情で本日は懐かしく点鐘をさせて頂
きました。本日の会務報告はございませんが、先ほど「四つ
のテスト」を歌いましたが、先日RLI-PERTⅠで、ロータリー
会員でこの「四つのテスト」を知らない方が二人いらっしゃ
いました。入会間もない方ではありません。例会で歌はない、
掲げてもいないと云うことでした。ロータリーの基本ですから
心に入れて頂きたいと思います。

幹事報告 矢口 完 幹事
1．ASAPより「カンボジア通信」が届いています。
回覧致します。

2．地区より、“学ぼう語ろう楽しもう・あなたのロ
ータリー”の再度案内が届いています。
日 時 11月20日(水) 15時開会
会 場 六本木ヒルズ

ハリウッドビューティープラザ５階
3．東京広尾RCより創立20周年記念例会コンサート・祝賀会
の案内が届いています。
日 時 12月12日(木) 17時～
会 場 東京會舘3階“ローズ” 登録料 20,000円

4．地区よりクラシックコンサートの案内が届いています。
日 時 11月4日(月) 19時～
会 場 浜離宮・朝日ホール

来訪者挨拶
東京田園調布RC 長久保伸一 様

(インターアクト委員会副委員長)
当クラブは東京高等学校インターアクトクラ

ブを提唱しており、2020年年次大会は12月19
日を予定しておりますので宜しくお願い致します。

東京三鷹RC 海老澤 武 様
同上 深澤幸夫 様
同上 村重盛紀 様
私どものクラブは火曜日が

例会日ですが、即位の礼で休
会となり、会長より休会日はメ
イクに行く様に云われておりま
すので、3人で昭和館の美味
しい料理を頂きに参りました。よろしくお願い致します。

委員会・チーム報告
親睦活動出席チーム

国際奉仕チーム
国際奉仕会報告 相田禎延 チームリーダー
先週の例会前に開催致しました。カンボジ

アの事業、墓参例会の二つは終わっておりま
すが、残るのはアジ研との交流事業です。
まだ確定ではありませんが、1月25日(土)で

予定しています。これは例会扱いではなく、有
志の方々の参加になると思います。予定して
いる事業は「空の未来館」、ジェットエンジンの
展示施設です。詳細が決まり次第ご報告させて頂きます。

青少年奉仕チーム
ローターアクト講習会報告 雨宮寿久 委員
10月19日(土)神田須田町で会長幹事会が

行われました。その後に講習会が行われ、双
六形式のもので、初めて見た双六でした。
昨年12月時点の昭島RACは動ける方が2名

しかおりませんでした。現在は13名の登録に
なっています。10月27日(日)に昭和記念公園
でドッチビのスポーツ例会となります。ドッチビーとはフリスビ
ーを使ったドッチボールです。この後、懇親会も行われます。

出席報告 畢 煜 委員

会員総数 出席免除 出席義務者 本日の出席

５６名 ６名 ５０名 ３８名

事前メークアップ 本日の出席率

２名 ７４.０７％
事前メーク 向山会長、安保会員
メークアップ １０月１７日分 村山会員

訂正 79.60% → ８１．４８％

１９６８年１月２０日設立

２０１９-２０２０年度
国際ロータリー第２７５０地区多摩中グループ



【卓 話】
講師紹介

親睦活動出席チーム 金井悦子 チームリーダー
<石川博朗様のプロフィール>
1958年 東京都千代田区生まれ、幼少期を東京都世田谷区
渋谷区、新宿区で過ごす

1983年 東京学芸大学教育学部（学校教育専修）卒業
東京都公立小学校教員となる

2002年 昭島市立東小学校主幹（管候補）より田中小副校
長、青梅市立第五小副校長、拝島第二小校長、つつじが
丘南小校長、拝島第三小校長、拝島第一小校長。
現在に至る。 ※詳細は配布資料プロフィールでご確認下さい。

テーマ「実のある学校づくり」
昭島市拝島第一小学校校長 石川博朗 様

※始めに昭島に来られてからの詳しい
お話を頂きました。

私は定年後も昭島市にお世
話になり18年間になりますので
感謝しかありません。いつもは
薄暗い校長室で一人で昼食を
しております。昼食は給食を食
べていまが、一品ずつ豆一粒、

ひじき一かけをよく噛み、味なども確認しております。ところが
今日は素敵なお部屋で美味しいお料理を頂き幸せです。先
ほど事務局の方からピンバッチを頂きました。私のプロフィー
ルに趣味ピンバッチ蒐集と書いたのをご覧頂いたものと思い
ます。ありがとうございます。
私はいま教育職にありますが、教育は今どのようなところが

課題なのか、どういうところを頑張っているのか。皆様は普段
教育のところから離れています。関わることは少ないと思いま
すが、少しお話しをさせて頂きます。
今日は第2517回例会と云うことですが、回を重ねただけの

実(ジツ)がある、すなわち実効性のあるものが皆様で作られて
いると思っています。私が目指すものも実効性のある教育で
す。新しい学習指導要領が来年から始まりますので、そのこと
についてお話しさせて頂きます。実のあると云うことは、私は
誠実に、心を込めて、着実に、計画的
に組織的に確実に確かな学力を付け
る学校作りを進めていきたいと思い、
理念として毎年保護者の皆様にもご
説明しています。
今年8月に卒業して30年経った子供

たちと久しぶりに会いました。私の話を子供たちはニコニコし
て聞いています。私は常に問い返しをする指導をしていまし
た。当時は昭和から平成の変わり目くらいです。いっぱい覚え
れば、いっぱい速く計算できればいいな、ということが第一で
した。自分の中には「そうじゃないよ、それだけじゃないよね=」
と云うことも子供たちにわかって欲しい、と思っていたのです
から、ちょっと理屈っぽい子供たちを作って行こうかなと思って
いました。30年後に会って、やはり同じような会話を子供たち
として、周りで見ていて“また始まったよ”です。
いろんな本を読むのが好きで、教育書も勿論読みますが、

経済書なども読みます。先日読んだ本の中に、次世代に必要
なシステムとは何かという話で「世の中に常に好奇心を持って
いる目が必要。多様な価値観を受け入れる柔軟性が必要。
ちょっとした変化を感じ取る感性が必要。それを先取りしてチ
ャレンジするデザイン力が必要。恐れずチャレンジする意欲
が必要」とありました。素晴らしいことを云うなと思いましたが、
一寸待て= いま自分たちが教育で目指すところと実はよく似
ていると思いました。来年から小学校の指導要領が新しくなっ
て、2021年から中学校、2022年から高等学校が新しい学習指
導要領になります。いままでは「知識を獲得する力」でしたが
「知識を活用する力」に変わりました。何を学ぶかでなく、学ん
だもので何ができるか。が問われています。
※この後、大学入試改革、これから30年後の教育、社会で役立つ教育、教
師はコーチ、プロデューサーなどの機能が求められてくる、資料A.BC軸の
資料で私たちが小学校時代に習っていた考え方はA軸、ゆとり世代と云わ
れた人たちはB軸、新しい指導要領はC軸となる。などのお話を頂きました。

謝 辞 奉仕プロジェクト委員会 栁 賢司 委員長

記念品贈呈
坡山浩二 パスト会長

閉会点鐘
坡山浩二 パスト会長

例会案内
１１月１４日(木)
第２５１９回例会
卓 話

左より 栁 委員長、波山パスト会長
石川博朗様、金井TL、矢口幹事

伊藤会員 皇位の継承による即位礼正殿の儀が行われまし

た。国威の発揚と東京昭島RCのさらなる発展を

願ってニコニコを>

石川先生のご来訪を心より歓迎致します。

北川会員 石川先生の卓話ご来訪を歓迎申し上げます。

日頃は拝島１小の校長として、ご尽力戴き感謝申

し上げます。

本市は教育上課題が多くあろうかなと存じますが

今後のご活躍を期待しています。本日は気楽に

卓話を楽しみにしております。

相田会員 東京三鷹ロータリークラブの皆様、本日はようこそ=

地区青少年奉仕委員会インターアクト副委員長

長久保様、よろしくお願い致します。

森島会員 石川校長先生、本日はありがとうございます。

卓話楽しみにしております。

金井会員 敬愛する石川校長さま

本日はありがとうございます。

卓話楽しみにしております。

本日の合計 56,000円
累 計 778,010円
予算達成まで 1,521,990円

親睦活動出席チーム
ニコニコＢＯＸ発表 平原保男 委員
東京三鷹RCメイク一同(海老澤 武様

深澤幸夫様、村重盛紀様)
１０月２２日、即位の礼で自クラブが
休会のためフォレストイン昭和館の
美味しい料理を食べにやってきま
した。今日はお世話になります。

向山会長 本日はお休みをいただき申し訳ありません。
卓話講師の石川様いつもおせわになっておりま
す。どうぞ宜しくお願い致します。

坡山パスト会長 向山会長→安保副会長→私という連続送
りバントで本日会長代行を務めさせて頂きます。
拝島第一小学校校長石川博朗様、本日の卓話
宜しくお願い致します。
地区インターアクと副委員長長久保伸一様、いつ
もお世話になっております。
三鷹RC海老澤 武様鷹、深澤幸夫様、村重盛紀
様、昭島RCへようこそ。

矢口幹事 本日の卓話講師石川校長先生、楽しみにしてい
ます。どうぞ宜しくお願い致します。
そして、東京田園調布RC長久保伸一様、三鷹R
C海老澤様、深澤様、村重様、ようこそお越し下さ
いました。ゆっくりなさって下さい。


