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国際ロータリーテーマ

今年度会長テーマ

第2326回例会 2014.9.25

ロータリーに
輝きを

みんなで 熱く語ろう ロータリーを!!

■司会：小町会員

■点鐘：赤木会長

■お客様紹介：
　當麻パスト会長

◆ゲスト：
　東京東久留米ＲＣ　
　職業奉仕委員会
　委員長　井田 清治様

◆卓話者：
　東村山市教育委員会
　教育部部長
　曽我 伸清様

◆ゲスト：
　東京東久留米ＲＣ　
　職業奉仕委員会
　委員　中村 信治様

■会長報告 赤木会長

　皆様こんにちは。先週17日(木)のＦＲＣ大変ご
苦労様でした。
　本年度のホスト武蔵村山ロータリークラブの企
画は、今までのＦＲＣとは一味違った企画でし
た。来年度は当クラブがホストクラブとなります
ので、会長エレクト相羽さん、よろしくお願い致
します。
　本日は、東村山市教育委員会教育部長 曽我伸清
様、大変お忙しい中、卓話をお願いする事になり
まして有難うございます。よろしくお願い致し
ます。
　東京東久留米ロータリークラブ職業奉仕委員会
井田清治委員長、中村伸治様、当クラブにご来訪
下さいまして、大変有難うございます。東久留米
ロータリークラブ様とは、分区を越えて交流の場
を広げたいと思い、本年度合同例会を開催致しま
す。例会終了後にその打ち合わせを行います。ど
うぞ、当クラブの例会の雰囲気を十二分に味わっ
て下さい。

■合唱：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：
　北久保会員



東京東村山ロータリークラブ

在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

27 24 0 2 95.83

■出席報告 野澤会員

■前々回メークアップ修正後前々会欠席：2名
■前々回出席率メークアップ修正後：91.67％
■前々会メークアップ者：
　中條会員：地区委員会
　荻野会員：分区親睦ゴルフ
　嶋田会員：所沢中央ＲＣ
　清水会員：分区親睦ゴルフ

西河クラブ管理委員■ニコニコＢＯＸ

■皆出席：
　野崎会員(25回目)

■ガバナー事務所：
　第43回ロータリー研究会の案内の受理
　11月25日(火)～26日(水)
　於　ホテルグランパシフィック

■ロータリー財団委員会：
・Ｒ財団2013～14年度地区特別寄付報告・礼状の受理
　2013～14年度集計結果、年次基金寄付34地区中第3位
　第2580地区：402,746.06＄(1人平均 135.93＄)
・[在京]地区ロータリー財団セミナーの案内の受理
　2014年11月11日(火)　15:00～
　於　如水会館
　出席者①Ｒ財団委員長
　　　　②2014～15年度会長・幹事・国際奉仕委員長
　　　　　社会奉仕委員長・15～16年度会長より2名
　　　　　以上

■ポリオプラス委員会：
　世界ポリオデー(10月24日)イベント概要について
　世界ポリオデーに関連したイベント企画を報告　
　9/30まで
　セミナー・ガバナー月信にて紹介予定

■国際奉仕委員会：
　[在京]国際奉仕委員長会議の案内について
　2014年11月4日(火)　16:00～
　於　ロイヤルパークホテル

■クラブ奉仕委員会：
　地区クラブ奉仕委員会の案内について
　10月10日(金)　15:00～
　於　ガバナー事務所

■(一般財団)バギオ基金：
　バギオ基金第36回バギオ訪問交流の旅について
　2015年2月8日(日)～2月11日(水)

■古友会(世話人)：
　｢第2回古友会｣開催の案内について
　2014年11月10日(月)
　於　ホテルニューオータニ

■国際ロータリー日本事務局：
　2014年10月のロータリーレート　1ドル＝106円

■ローターアクト委員会：
　ローターアクトクラブ例会参加のすすめについて
　9/28(日)～12/20(土)まで11回開催予定
　↑回覧します。希望者はお申し出下さい。

■東京青梅ロータリークラブ：
　４ＲＣ親睦ゴルフコンペの案内の受理
　2014年11月10日(月)　8:40集合
　於　昭和の森ゴルフコース

■東京ロータリークラブ：
　2014～15年度｢東北すくすくプロジェクト｣にご協
　力を
　チャレンジ100・｢東北すくすくプロジェクト｣協賛
　支援金
　1クラブ5万円
　(希望するクラブに詳しい説明、例会卓話します)

■東村山消防少年団：
　消防少年団活動の保護者見学会の開催の案内につ
　いて
　2015年1月25日(日)　普通救命講習、応急処置
　2015年2月22日(日)　消防体験フェア、基本訓練
　いずれも9時～

■東村山市教育委員会：
　第50回東村山市民大運動会の案内の受理
　2014年10月12日(日)　8:20～
　於　東村山市運動公園

■回覧：
・ハイライトよねやま
・青少年奉仕情報

■幹事報告 田中幹事
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■委員長報告

■職業奉仕委員会：
　中丸委員長

■赤木会長より報告

１　次年度当クラブからのガバナー補佐は、野崎パスト
　　会長に決定しました。次年度は、東村山ロータリー
　　クラブを挙げて皆様のご協力宜しくお願い致します｡
２　28年の2月の50周年事業の実行委員長は、目時パス
　　トガバナー補佐に決定しました。
３　今年当クラブの継続事業を検討する実行委員長に小
　　町パスト会長に決定しました。今後も引き続き皆様
　　のご協力よろしくお願い致します。

本日のニコニコ合計：   81,000円
　　累　　　計　　：  567,000円

　来る10月23日(木)の職業奉仕月間の卓話に選ばれた会
員の方は、NOとは言わずに卓話の発表宜しくお願い致
します。内容は、私の職業感をテーマに発表お願いし
ます。その後炉辺会合を開きます。

◆中　村　様：赤木会長をはじめとされます、東村山ロ
　　　　　　ータリークラブの皆様には、日頃から公
　　　　　　私共に大変お世話になっておりまして、
　　　　　　ありがとうございます。また目時先輩に
　　　　　　は、過日｢喜寿を祝う会｣にお招き頂き、
　　　　　　感謝申し上げます。是非、｢米寿を祝う
　　　　　　会｣に参加させて下さい。
◆井　田　様：東久留米ＲＣで一番いい男だね!!と言わ
　　　　　　れています、井田と申します。本日はよ
　　　　　　ろしくお願いいたします。
◆赤木会長、田中幹事：
　　　　　　東村山市教育委員会教育部部長曽我様、
　　　　　　本日の卓話ありがとうございます。東京
　　　　　　東久留米ロータリークラブ職業奉仕委員
　　　　　　長井田清治委員長様、中村伸治様、ご来
　　　　　　訪下さいましてありがとうございます。
　　　　　　当クラブの例会を楽しんで下さい。
◆目時会員：先日は感謝の会には多くのご出席をあり
　　　　　　がとうございました。中村さん、井田さ
　　　　　　ん、本日はメーキャップありがとうござ
　　　　　　います。
◆嶋田会員：曽我東村山市教育部長、今日は卓話ご苦
　　　　　　労様です。目時さん、先日はありがとう
　　　　　　ございます。
◆野澤会員：昨日実施しました職業奉仕の研修記録が
　　　　　　出来上がりましたので参考にして下さい｡
◆戸澤会員：井田さん、中村さん、本日はようこそ。
　　　　　　また先日は目時さんの喜寿の祝いに大勢
　　　　　　の参加ありがとうございました。
◆相羽会員：目時さん、喜寿おめでとうございます。
　　　　　　私は9/1～15までアラスカ、カナダに妻
　　　　　　と2人で旅行してきました。
◆當麻会員、山本会員：
　　　　　　ようこそいらっしゃいました、中村様、
　　　　　　｢裏切り者｣の井田様、よろしくお願いし
　　　　　　ます。
◆清水会員：目時さんおめでとうございます。昨日の
　　　　　　市民大会ゴルフで優勝したのは私の兄
　　　　　　です。
◆隅屋会員：目時さんのお祝いに参加させて頂きあり
　　　　　　がとうございました。長女恵美さんの心
　　　　　　のこもった感謝の手紙にもらい泣きしま
　　　　　　した。
◆荻野会員：目時さんありがとうございました。市連
　　　　　　盟ゴルフ大会、中丸さんの久米川町優勝
　　　　　　おめでとう。曽我様、卓話ありがとうご
　　　　　　ざいます。
◆小町会員：目時さん、先日のお祝いお招きありがと
　　　　　　うございました。曽我教育部長、本日の
　　　　　　卓話楽しみにしています。
◆野崎会員：公務多忙の中、曽我様、卓話よろしくお
　　　　　　願いします。
◆野村(裕)会員：
　　　　　　村田様、レヴォーグにお乗り頂きありが
　　　　　　とうございます。私も買いました。間も
　　　　　　なく納車です。

◆北久保会員：
　　　　　　目時様、先日の誕生会、様々なお土産ま
　　　　　　でありがとうございました。井田様、中
　　　　　　村様、ようこそお越し下さいました。曽
　　　　　　我様、本日は卓話をよろしくお願い致し
　　　　　　ます。
◆中丸会員：曽我様ようこそ。卓話よろしくお願いし
　　　　　　ます。東久留米ＲＣ中村様、井田様、よ
　　　　　　うこそおいで下さいました。昨日のゴル
　　　　　　フ大会で久米川町が団体優勝しましたが、
　　　　　　個人の成績は秘密です。
◆野村(高)会員：東久留米ＲＣ井田様、中村様ようこ
　　　　　　そ。曽我様、今日の卓話よろしくお願い
　　　　　　します。

■前職業奉仕委員会：
　野澤委員長
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■卓話

■卓話者紹介：
　野崎パスト会長

■卓話者：
　東村山市教育委員会
　教育部部長
　曽我　伸清様

　皆さんこんにちは、ご紹介を頂きました曽我でござ
います。
　本日は、東村山市教育委員会の教育方針及び基本方
針についてお話をさせて頂きます。
　教育とは、常に、普遍的かつ個性的な文化の創造と
豊かな社会の実現を目指し、平和的な国家と社会の形
成者としての自主的精神みちた健全な人間の育成と、
我が国の歴史や文化を尊重し国際社会に生きる日本人
の育成とを期して行わなければならない。
　同時に教育は、社会の変化に対応してたえずその在
り方を見直していかなければならないものである。こ
のことから経済・社会のグローバル化、情報の技術革
命、地球環境の問題、少子高齢化社会の到来など時代
の変化に主体的に対応し、日本の未来を担う人間を育
成する教育が重要になる。特に東村山の教育において
は、(人と人 人と緑が響きあい 笑顔あふれる 東村山)の
実現を目指し東村山を愛し、互いに助け合い、物心と
もに豊かな町つくりに貢献できる市民の育成を期して
行わなければならない。
　東村山教育委員会は、このような考え方に立って東
京都教育委員会及び他の区市町村教育委員会と連携し
て積極的に教育行政を推進する。

職業奉仕(発生の原点)の小冊子を作りました
　はじめに、このところ会員研修や炉辺会合をあまり
やってないね、そんな声が我がクラブでも聞かれるよ
うになっています。そんな中久しぶりに職業奉仕の委
員長を仰せ付かり、会長の要望も後押しとなり会員研
修委員会と合同で研修を主とした活動方針を掲げ今年
度出発しました。計画では前半・後半共に2回の計4回
に地区職業奉仕委員会のセミナーも3回計画されていま
すのでこれも併せて実施することになりました。参加
会員の対象を会員歴の割と浅いメンバーとしはたして
計画通りに実行できるのか？一抹の不安を抱きながら
初めて見ました。
　参加メンバーのご協力のおかげでほぼ計画道通りに
回数も熟すことができ次第に内容の濃いものにまで触
れる事が出来ました。したがってこの成果と内容を小
冊子にまとめ今回全員に配布したわけです。
　職業奉仕と言うロータリー独特の言葉と本質にどこ
まで触れる事が出来るのか？それは、会員の皆様に委
ねるしかありません。そしてそれがロータリー活動の
一助になれば幸いです。

■バギオ基金評議委員：
　野村パスト会長

　9月18日(木)バギオ基金の評議委員会に出席をして来
ました。第36回バギオ基金・バギオ訪問交流の旅募集
要項2015年2月8日(日)～2月11日(水)の四日間です。
　参加者は、75人前後です。是非皆様ご参加宜しくお
願い致します。

■ゴルフ部：清水部長

　先日の分区親睦ゴルフ大会(青梅ゴルフクラブ)で田中
幹事が個人優勝、東村山RCが団体優勝しました。
　決勝大会(程ヶ谷GC)・４ＲＣゴルフコンペ(昭和の森)
には、是非多くの皆様のご参加宜しくお願い致し
ます。

■嶋田副会長

　歴史のロマンと言う会がございまして来週から皆様
に会費1000円を徴収させて頂きます。
　東村山ロータリークラブの皆様どうぞ宜しくお願い
致します。

■歩こう会：北久保会員

平成26年10月19日(日)実施
≪野火止・平林寺≫散歩　雨天中止
集　　合　9時20分(清瀬駅改札)　時間厳守
昼　　食　たけやま駅・ひばりが丘駅

会　　長　小町会員
当日幹事　野沢会員・野村(裕)会員・北久保会員
皆様のご参加お待ちしています。
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■閉会点鐘：赤木会長

基本方針① [人権尊重の精神と社会貢献の精神]の育成
　多様な人々が共に暮らす東村山にあっては、すべて
の大人や子供たちが、人権尊重の理念を正しく理解す
るとともに、思いやりの心や社会生活の基本的ルール
を身につけ社会に貢献しようとする精神をはぐくむこ
とが求められている。
　そのために、人権教育及び自他の生命を尊重するな
どの心の教育を充実するとともに、権利と義務、自由
と責任についての認識を深めさせ、公共心をもち自立
した個人を育てる教育を推進する

基本方針②　[豊かな個性と創造力]の伸長
　グローバル化と情報技術革命が進む社会にあって
は、国際社会に生き社会の変化に対応でき様、子供た
ち一人一人の思考力・判断力・表現力などの資質・能
力を育成することが求められる。そのために、基本的
な学力の向上を図り、子供たちの個性と創造力を伸ば
す教育を重視するとともに、国際社会に生きる日本人
を育成する教育を推進する。

基本方針③　[総合的な教育力と生涯学習]の充実
　少子高齢化社会の根化で（明日を拓く、豊かな心と
創造力を育てる街）を目指す東村山市にあっては、活
力ある社会を築くよう、個人の生活を充実するととも
に、1人1人が社会に貢献できるようにすることが求め
られている。そのために、人々が生涯を通じて、自ら
が学び、文化やスポーツに親しみ、社会参加できる機
会の充実を図る。

基本方針④　[市民の教育参加と学校経営の改革]の推進
　21世紀の教育革命を推進するためには、家庭・学
校・地域の協動と全ての市民の教育参加を進め、市民
感覚と経営感覚をより重視して教育行政を力強く展開
することが求められる。そのために、東京都教育委員
会及び他の区市町村教育委員会との緊密な連携・協力
のもとに、地域の特性を踏まえた広域的な視点に立つ
教育行政を進めるとともに、効率的で透明性の高い開
かれた学校経営の支援を目指す。

　以上が東村山市教育委員会の教育方針及び基本方針
でございます。
　事業としては、子供たちの健全育成については、東
村山市として数多くの事業を取り組んでおりまして今
後も教育委員会として子供たちの健全育成について
は、万全な力を注いでいかなければならないと感じて
います。この場をお借りいたしまして東村山ロータリ
ークラブの皆様の更なるご協力をお願い致しまして本
日の卓話を終らせていただきます。
　本日は、ご清聴誠に有難うございました。

■開催日：2014年9月17日(水)
■開催場：立川グランドホテル「4階 カルロ」
■ホスト：東京武蔵村山ロータリークラブ

プログラム
13:00　登録開始
≪第一部　合同例会≫
■司会：東京武蔵村山ＲＣ幹事　網代 稔
13:30
■点鐘：東京武蔵村山ＲＣ会長　比留間 孝司
■国歌斉唱・ロータリーソング｢奉仕の理想｣
　ソングリーダー　原田 友義
■ホストクラブ会長挨拶：
　東京武蔵村山ＲＣ会長　比留間 孝司
■出席報告：東京武蔵村山ＲＣＳＡＡ委員長　内野 均
■各クラブ会長挨拶：
・東京東村山ＲＣ会長　　赤木 盛一
・東京清瀬ＲＣ会長　　　栗原 潔
・東京東大和ＲＣ会長　　岩田 秀樹
・東京武蔵村山ＲＣ会長　比留間 孝司
■次回ホストクラブ紹介：
　東京武蔵村山ＲＣ会長　比留間 孝司
13:50
■点鐘：東京武蔵村山ＲＣ会長　比留間 孝司

≪第二部　卓話≫
■司会：東京武蔵村山ＲＣ幹事　網代 稔
14:00
■講師紹介：東京武蔵村山ＲＣ会長　比留間 孝司
■講　　師：フリーキャスター　小谷 真生子 氏
　演　　題：経済報道の現場で考えたこと
15:00
■対　　論：小谷 真生子 氏　ＶＳ ホストクラブ会長
15:30
■謝　　辞：東京武蔵村山ＲＣ会長　比留間 孝司

≪第三部　懇親会≫
15:50　開会
■司会：東京武蔵村山ＲＣ親睦委員長　嶋田 哲男
■ホストクラブ会長挨拶：
　東京武蔵村山ＲＣ会長　比留間 孝司
■乾杯
＜歓談＞
17:20
■閉会の辞：東京武蔵村山ＲＣ直前会長　田中 伸彦

2014～2015年度 ＦＲＣ合同例会

在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

27 20 0 4 83.33

■2235回例会 出席報告

■前々回メークアップ修正後前々会欠席：2名
■前々回出席率メークアップ修正後：92.59％
■前々会メークアップ者：
　飯田会員：理事会
　中丸会員：理事会
　戸澤会員：地区会議


