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ロータリーでハッピーライフ！

世界への
プレゼントに
なろう

世界への
プレゼントに
なろう

■点鐘：戸澤会長

■司会：岩原会員 ■会長報告 戸澤会長

■幹事報告 飯田幹事

　国産初のジェット機が昨日初試験飛行を行いまし
た。戦後初のプロペラ機『YS11』以来 50 年ぶりの国
産旅客機のMRJ。『YS11』は、1962 年に官民一体の
国家プロジェクトで初飛行に成功。日本は、ゼロ戦、
戦闘機の開発では世界トップレベルの航空技術でし
たが、第 2次世界大戦の敗北から 7年間の開発、製造
は一切禁じられていました。その結果多くの技術者
は自動車産業などに流出したそうです。
　所沢の航空公園に YS11 が展示されています。
YS11 には 30 年以上前にレタスの契約で羽田から和
歌山まで飛びました。途中羽田を出て 30 分位したと
き、プロペラがぶるんぶるんとしてエンジン音が変
わって、プロペラが止まりそうになりハラハラ。長
く感じましたが、30 秒か 1 分位で回復した記憶があ
ります。YS11 は片方のプロペラけでも十分飛行出
来たそうです。

　本日のお客様は、東京武蔵中央ＲＣ地区大会実
行委員長でいらっしゃいます高野清香（せいか）様
です。
　また、本日の卓話は、東村山市教育委員会肥沼
卓磨様。それに元当クラブの会員であります熊
木敏己様でございます。どうぞよろしくお願い
します。

■合唱：ロータリーソング
　　　　｢我らの生業｣
◆ソングリーダー：
　村田会員

■お客様紹介：
　野澤パスト会長
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東京武蔵中央ＲＣ地区大会実行委員長でいらっしゃい
ます高野清香様からニコニコボックス。

◆東村山市議会議員熊木敏己様：本日はよろしくお願
　いいたします。
◆戸澤会長・飯田幹事幹事：あしたはいよいよ分区ゴ
　ルフの決勝大会です。選手の皆様、優勝を目指して
　ベストを尽くしてください。今週(土)(日)の産業祭り
　のお手伝いよろしくお願いします。
◆樺澤会員：當麻会員：本日の卓話よろしくお願い致
　します。
◆岩原会員：本日は東村山市議会議員熊木敏己様、東
　村山市教育委員会肥沼卓磨様ようこそおいで下さい
　ました。また先日は『東京東村山ＲＣ第１回釣りこ
　う会・イン・八丈島』にご参加の皆様お疲れ様でし
　た。お陰様で皆様に喜んで頂き、大成功で終了しま
　した。戸澤会長カンパチ２本おめでとうございます。
　また是非釣りこう会やりましょう。ありがとうござ
　いました。
◆野﨑会員：地区大会実行委員長高野清香様ようこそ
　いらっしゃいました。地区大会楽しみにしています。
◆荻野会員：スピーチ台をありがとうございます。第
　150回青葉ゴルフ大会が無事に出来ました。また熊木
　さん、肥沼さんご苦労様です。
◆田中会員：東京武蔵中央ＲＣ地区大会実行委員長高
　野清香様、地区大会のご案内のお役目お疲れ様です。
　是非参加したいと思っています。宜しくお願いしま
　す。本日の卓話肥沼様熊木様よろしくお願いします。
　明日はゴルフ地区大会決勝です。心ひとつにして優
　勝しか考えていません。頑張りましょう。
◆村田会員：肥沼様本日の卓話よろしくお願いします。
　熊木様ご紹介ありがとうございました。
◆村越会員：教育委員会肥沼様、熊木議員様お忙しい
　所、お引き受け頂きありがとうございました。本日
　はよろしくお願いします。

西川会員■ニコニコＢＯＸ

■ご結婚祝月・
　会員誕生祝月：
　村田会員

■ガバナー事務所：
　国際ロータリー第2580地区　2015～16年度地区大会
　開催と登録のお願いについて
　2016年2月24日(水)～25日(木)
　於　ホテルニューオータニ
　◆24日(水)：
　　各種委員会・会長幹事会・ＲＩ会長代理歓迎晩
　　餐会・ロータリーファミリーパーティー
　◆25日(木)：
　　本会議(13時点鐘)・新入会員昼食会・友愛の広場
　　・ソングリーダー養成セミナー・レディスプロ
　　グラム
　ホストクラブ：東京武蔵野中央ＲＣ
■青少年交換委員会：
　地区青少年交換委員会主催｢懇親会｣の案内について
　12月23日(水)　17:00～　　於　学士会館
■宜野湾ロータリークラブ：
　宜野湾ロータリークラブ創立50周年記念式典・祝
　賀会開催の案内について
　2016年1月27日(水)　18:00～
　於　ラグナガーデンホテル
　テーマ：奉仕でつなぐ“御寿”を祝う～100年へのス
　　　　　テップアップを目指して～
　会　費：10,000円
■東村山市国際友好協会：
　クリスマスコンサートの案内の受理について
　12月12日(土)　18:40～
　於　サンパルネ2F　コンベンションセンター
■東京池袋西ロータリークラブ：
　事務局移転のお知らせの受理
　新）豊島区池袋2-18-2 セラミック安藤ビル201
　　　(電話・FAX・メールアドレスの変更なし)

在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

29 26 0 3 89.66

■出席報告 石山会員

本日のニコニコ合計：      35,000円
　　累　　　計　　：     512,000円

■お客様ご挨拶

■高野清香様

　今年度の地区大会のホス
トクラブの実行委員長の高
野でございます。地区大会
のご案内と全員登録のお願
いに参りました。今回の地
区大会は全員登録に変えさせて頂きました。それは、会
員の減少が原因です。1980年に東京が北と南に分かれて
10年ほどでピークを迎えたのですが、その後ピークから
1900名減少。
　この10年間に於いても600名程減少して15年の6月末
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■委員長報告

■指名委員会：
　當麻委員長

　本日例会終了後、第２回
指名委員会を行います。
残っていてください。

■社会奉仕委員会：石山委員長

　本日、2回目の産業祭りのミーティングを行いました。
｢子供に夢と希望を｣のテーマの元、ブースでは、輪投げ、
綿あめの販売。紙芝居、チューブ風船、竹とんぼ、パネル
展示、テッシュ配布というようなことをさせて頂きます。
重要なアイテムである綿あめ機械と紙芝居の提供があり
ました。どうもありがとうございます。
　それから、竹とんぼ配りでは、野﨑征吉元会員さんよ
り300本ほどご提供を頂きました。ご尽力頂きました嶋
田会員、ご持参頂きました野﨑会員、どうもありがとうご
ざいました。
　お天気が心配ですが、昨日買い出しに野村会員、戸澤
会長と行ってきました。その前に八坂神社にお参りして、
珍しくチャリンではなく、どっさっという感じでお賽銭を
させて頂きました。とにかく一生懸命頑張りますので暖
かく見守って下さい。
　現地の集合時間は9時とさせて頂きます。10時ころか
ら販売を開始します。16時までの6時間です。皆様ご協力
をお願い致します。各自で寒さ対策をされ、ロータリーの
ジャンパーをご持参下さい。

■クラブ管理委員会：
　北久保委員長

　クリスマス家族親睦移動例会。12月5日（土）です。掬
水亭の送迎バスが夕方5時、東村山駅西口を出発。5時
30分登録開始、6時例会開始の点鐘です。6時半から懇
親に移ります。ピアノとベースの演奏を始め、女性3人の
コーラスグループが売り物。参加ご出席の方には、次回
例会からメールボックスに会費納入袋をご用意させて頂
きますのでどうぞよろしくお願い致します。
　宜野湾ＲＣの創立50周年記念大会参加に伴う家族親
睦旅行は新年1月27日（水）から29日（金）までの2泊3日
です。次週の例会に宜野湾ＲＣの方がこちらにお見えに
なります。詳細はそれ以降に申し上げさせて頂きます。

『教育現場の近況について』
　戸澤会長を始め東京東村山ロータリークラブの皆様
には日頃より当市、また教育行政に関しまして並々なら
ぬご尽力を頂きまして誠にありがとうございます。
　本日は当市の教育の予算関係ということで卓話をさせ
て頂くことになりました。お招きいただきましてありがと
うございます。

■国際奉仕委員会：
　田中委員長

　先週ソウル国際大会のご案内を差し上げましたが、10
名位ですごく心配したのですが、本日現在23名となって
います。大勢参加して頂ければと思っていますので宜し
くお願い致します。改めてお礼申し上げます。ありがとう
ございました。

■ＩＭ報告書作成担当
　記録責任者：野村会員

　原稿の関係でお願いで
す。記録の原稿がまだ提出
されていらっしゃらない
方、早めに行いたいと思い
ますので、よろしくお願いします。

■卓話者：肥沼卓磨様

現在では、2978名。従来の地区大会の人頭分担金で賄わ
れていますが、苦しくなっているということで全員登録を
お願いということです。当日たくさんの方のご来会をお待
ち申し上げています。本日はありがとうございました。（ご
案内状配布）

　大変ご無沙汰いたして
おります。先ほどご案内
がありましたように退会
から 4年経過しています。
個人的なことですが、私
の父が先月 24 日に他界致
しました。葬儀にはたくさんの方にご会葬頂きまして
ありがとうございました。
　本日は教育部の肥沼次長から小中学校の教育現状と
いうことで特に予算の面からお話をさせて頂きます。
市の教育関係は全て担当している部長です。
　また、東京東村山ロータリークラブの方々には市の青
少年の健全育成に対して様々なお力を頂き本当にあり
がとうございます。これからもどうぞよろしくお願い
致します。

■卓話者紹介：熊木敏己様

■卓話
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■閉会点鐘：戸澤会長

■『教育予算の現状ついて』ということで資料をお配りし
てございます。
東村山市の人口：平成 27年 4月1日現在 15万 993 名。
（外国人 2233人含む）
人口推計：東村山市の総人口及び世帯数はこれまで増
加傾向であったが、平成 23 年度をピークに総人口は減
少傾向にあり、今後は少子高齢化が進行する予想。
年間予算概要。914 億円（平成 27年度当初）。一般会
計と4つの特別会計（国民健康事業、後期高齢者医療、
介護保険事業下水道事業）総額は対前年度 6.5％増の
約 914 億円。このうち一般会計については対前年度
6.5％増の約 529 億円。過去最大となっています。
■歳入の内訳：
約10％増の2億 5000万円減の約 203 億円となっていま
す。主な減の原因。個人市民税の減。法人市民税にお
ける累計回復の鈍化。固定資産税での家屋評価替え。
■歳出：
平成 27年度におきましては、長期的な事業である連続
立体交差事業に関連した町つくりの本格化による都市
経費、このほか市議会議員、市長選挙、高税調査の経
費や民生費における義務的経費。第四次総合計画前期
基本計画の総仕上げ。市民生活の安全・安心の確保。
老朽化する公共施設の保全。都市の魅力や価値を高め
る施策を中心に予算編成が行われております。
教育費については、約 56 億円。市の予算の約1割程度
となっています。27年度におきましては、対前年度比
22.9％（約10 億円）の大幅な増。大きな要因としては、
中央公民館の耐震改修、小中学校の水飲栓直結化。小
学校のトイレ改修経費。
■学校：
市立小学校の生徒数の現状。15 校、7550 名。もっと
も多いのは八坂小学校 771名。もっとも少ないのは南
台小学校 307名。
中学校。7 校、3576 名。もっとも多いのは第 2中学校
701名、もっとも少ないのは第 6中学校413 名。
小学校における児童数と学級数の比較。平成 27年度
7466 名、238 学級。29 年度 7643 名、246 学級。32 年
度 7413 名、238 学級。29 年度をピークに微減傾向。
中学校も小学校とほぼ同様傾向。平成 27年度 3531
名、105 学級。29 年度 3569 名、100 学級。32 年度
3511名、104 学級。少子高齢化が進んでいる。
■教育費の予算関係：
教育の予算は、総額 55 億 5884 万 3000 円。（昨年度
より22.9％増加）教育総務費約 6 億円。小学校約18
億円。中学校約 7億円。社会教育費約17億円。保健
体育費 3 億 5000 万円。幼稚園費4 億 3000 万円。学
校運営に関しての小中学校の運営費に含まれている。
社会教育費（約17億円）。社会教育総務費。青少年問
題対策事業費。文化財保護費。図書館費。公民館費。
管外市民施設費。ふるさと歴史館費。
教育関係予算。保健体育費（3 億 5000 万円）の中にス
ポーツセンター費が入っている。幼稚園費（4億 5000万
円。教育関係予算。学校配当予算（消耗品）小学校費
5200万円。中学校 2800万円。
情報機器関連、運営費（小）839 万円、（中）727 万円。
図書整備事業費（小）754 万円、（中）432 万円。施設維
持管理費（小）185 万円、（中）92万円。
今学校では、教員用のパソコンが省職員全員に配布さ
れています。（約 900 台・5 年に1回の更新）
教育委員会制度：平成 26 年に『地方教育行政の組織

及び運営に関する法律の一部を改正する法律』が公布、
平成 27年 4月1日から施行。
教育委員長と教育長を一本化した新『教育長』の設置。
市長が招集する『総合教育会議』を設置。教育に関する
『大綱』を視聴が策定。

　短い時間でしたが、これで説明を終わらせて頂きま
す。ありがとうございました。

■11月13日（金）第 2580 地区 親睦ゴルフ決勝大会開
　催。 優勝葛飾 RC、準優勝東村山RCでした。
　個人優勝は、武蔵村山RCの波多野晃夫さん｠。ベス
　グロは、当クラブの清水 敬量会員でした。

■『第54回東村山市民産業まつり（11月14日・15日）』
　に参加。石山社会奉仕委員長の計画の元、初日は雨
　模様でしたが、二日目は晴天に恵まれ、盛会の内に行
　われました。会員の皆様、大変お疲れ様でした。
　11月26日（木）の夜間例会（弥左衛門）で『ＩＭ』と『産
　業まつり』のお疲れ会兼ねてを行います。

■お礼の花束贈呈：


