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第３０号 ２7９９回例会 ２０１４年 ２月 ６日（木） 

■会報委員長：関谷 永久  ■当番：平岡 達也 

■事務所：〒358-0023 入間市扇台 3-3-7 ハイツ斎竹 101 号

Tel.04-2964-1700 Fax.04-2965-5788    

Email：iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp 

2013-14 年度 RＩテーマ 

■ 2013-2014 ＲＩ会長：ロン Ｄ. バートン  
■ ＲＩ第 2570 地区ガバナー：中井 眞一郎 

■ 会長：友野 政彦 幹事：西山 祐三  

■ 例会日：木曜日 12：30～13：30   

■ 例会場：丸広百貨店入間店６Ｆバンケット・ホール

     Tel.04-2963-1111 

 

入間ロータリークラブ   

Weekly Report

 

＜今月のお祝い＞ 

会員誕生日 
西山祐三君  岩崎茂君 
山根宏夫君  上野弘勝君  
繁田光君  

夫人誕生日 山根みどり様 平岡由紀子様 

結婚記念日 
忽滑谷明君   岩崎茂君  
繁田光君   木下登君  

 

＜３月プログラム＞
 

 当番 内 容 

6 日 間野 

イニシエーションスピーチ 

後藤健会員 

職業紹介 馬路宏樹会員 

13 日 水村 
講師卓話  

狭山警察署署長  会田隆様 

20 日 宮崎 会員卓話 趣味の話 3名 

27 日 宮寺 
移動例会 アミーゴ 

ピアノ・ビオラの演奏 
 

＜ビジター・ゲスト＞ 

入間市教育委員会 教育長 村野 志朗 様 
 

●●●会長の時間       友野政彦会長 

今週は7日(日本時間では8日早朝)にソチ冬季

五輪が開幕しますが、開会式に先立って今夜から

一部競技が始まります。新種目のフィギュアスケ

ート団体も 7 日未明から始まります。10 カ国で

争う団体は、SP と SD(ショートダンス)全 4 種目

の合計で上位 5 カ国がフリーに進みます。｢シン

グル大国｣日本としては、男子・女子でリードし、

ペアとアイスダンスで如何に踏ん張るかと言う

戦術になります。各国ともエース級を起用します

ので楽な戦いではないでしょうが、ここでメダル

を獲得し、個人種目へ弾みをつけたいところです。  

さてロータリーに話題を移します。1 月 12～18

日サンディエゴで行われた国際協議会より帰国

された坂本ガバナーエレクトの報告の為に諮問             

 

委員会を開催したとのメールを中井ガバナーよ

りいただきました。メールには、地区に中長期の

地区目標の設定と目標達成方策等を検討する戦

略計画委員会を設置する計画を発表し,賛同を得

たこと,地区大会のホストクラブを持ち回りにす

る案は反対されたこと、更には戦略計画委員会の

委員を募集していることなどが記されていまし

た。坂本エレクトによる国際協議会の報告につい

ては触れられていませんでしたが、次年度のテー

マは既に石川パストガバナーよりお聞きしてい

るとおり｢ロータリーに輝きを｣です。来月はPETS

が開催され、いよいよ新年度が始動します。 
 

●幹事報告         西山祐三幹事 

第 8回定例理事会 ＜協議事項＞ 

１．3月・4月のプログラムについて 

２．クリスマス会会計・新年会会計報告 

３．次年度米山奨学生世話クラブ 受入を希望 

４．オーストラリアの青少年交換留学生（ジョナ

サン・タイガー・コークス）男性 18 歳が来

日、新狭山ロータリークラブでホストするこ

ととなった。2014 年 8 月～2014 年 12 月まで

受入先ファミリーがなく困っている。当クラ

ブに対して受入依頼があり今後、検討する。 

＜報告事項＞ 

1.細淵会員、次年度地区ロータリー財団資金管 

委員長に指名されました。 

2.2/11 第 48 回インターアクト次期指導者講習会 

3.2/23 米山奨学生終了式及び歓送会 

4.人頭分担金・地区分担金・米山普通寄付を送金 

5.2/15 第 47 回入間市交通安全市民大会 

6.2/21 地域交流研修会 

 
＜出席報告＞         木下登出席委員長 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

40 名 31 名 77.5％ 77.5% 

事前欠席連絡 4 名 
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●委員長報告  

プログラム委員会        繁田光委員 

 3 月のプログラムは表記の通りです。4 月 3 日

は会員趣味の話(3 名)、10 日は田中快枝会員と後

藤健会員の職業紹介、17 日は入間南ＲＣ合同例

会(4/15)振替、24日は第５回クラブ協議会です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞      滝沢文夫ＳＡＡ 

友野政彦君、西山祐三君、齋藤金作君、齋藤栄作

君、繁田光君、木下登君～村野教育長ようこそ 加

藤さん写真ありがとう。加藤国夫君、山岸義弘君、

豊田義継君、平岡達也君～村野教育長本日は宜し

くお願い致します。岩崎茂君～村野教育長ようこ

そ 前回はお休みしてすみません。後藤健君～引

っ越しました。忽滑谷さんトルコ友好の本ありが

とうございました。摂田順一君、吉永章子君、田

中快枝君、馬路宏樹君、忽滑谷明君、宮崎正文君、

滝沢文夫君、後藤健君～加藤さん写真ありがとう。

細淵克則君～1/20 に心臓にカテーテルでステン

トを 2 本入れ、これで 3 本目です。関根靖郎君、

森田英郎君～早退します。 

本日\70,000    累計\654,000 
 

 

雑誌委員会         水村雅啓委員長 

 2 月は世界理解月間です。今月は、世界に目を

向けてください。2770 地区に新しいクラブがで

きました。「さいたま大空 RC」で、財団学友、米

山学友でつくったクラブです。わがまちロータリ

ーは福岡市です。どうぞご覧になって下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■回覧、配布物   

① ロータリーの友 2月号 
② 抜萃のつゞり７３ 
③ 入間ケーブルテレビ杯ゴルフ大会参加願い 
④ 米山記念奨学会確定申告用寄付金領収証 
⑤ ロータリー日本財団確定申告用寄付金領収証 
⑥ 米山記念奨学会寄付金納入明細書 
⑦ 2014～2015 年度版ＲＣ手帳申込書 
⑧ 2/27 武蔵野音大楽器博物館見学出欠表 
⑨ 2016 年規定審議会立法案提出について 
⑩ 米山記念奨学会ニュース 
⑪ ＲＩ2570 地区ガバナー事務所からのメール 
⑫ 他クラブ週報＆例会変更のお知らせ 
⑬ 週報 28,29 合併号 
 

 

会報委員会（関谷・平岡・忽滑谷） 

 

■■■ 講 師 卓 話 ■■■ 
 

『入間市の小中一貫教育』     入間市教育委員会 教育長 村野 志朗 様 

    
入間市教育委員会の基本理念である「豊かな人間性の育成」は、21 世紀

をたくましく生き抜く力の基盤と捉えています。六年前までの入間市の学校

は、問題行動の多発・不登校児童生徒の増加が顕著でした。この課題を改善

し、子どもたちの確かな学びと豊かな育ちの実現を図り、入間市に育つすべて

の子どもたちの自立を総合的に支援する事業として、「子ども未来室事業」を

立ち上げました。 
 

本事業は、子どもの支援、親の支援、教師等の支援を柱に据えています。 

特に、本事業の中核に位置付ける子どもの支援では、発達障害等への支援と異校種間の円滑な接続

の支援に重点を置いています。 

 発達障害等への支援は、幼児期における早期発見・早期支援が重要です。本市では、市内すべての

保育園(所）・幼稚園・小・中学校を対象に、臨床心理士・作業療法士・言語聴覚士等の専門家の巡回

支援を実施するとともに、発達障害等の子どもとその親が通う幼小中の各通級指導教室を設置し、幼児

期から小・中学校の学童期・思春期にかけて切れ目のない連続性のある支援体制を整備し、きめ細や

かな支援の充実に努めています。５年経過し、現在は非行問題が１/３に、不登校は小学校が０名、中学

校では半減という大きな成果を上げています。これは全国的にみてもトップレベルです。 

 異校種間の接続支援では、保幼小の連携の充実に加え、小中一貫教育の積極的な推進に全市をあ

げて取り組むこととしました。平成 23年度から取り組んできた東町小・中による小中連携・一貫に係る教

育の研究の成果を全市に広げ、さらなる子どもの自立支援の充実を図ります。学力の面でも全国トップ

レベルまでの向上を図り、たくましく生き抜く児童生徒の育成に取り組んでまいります。併せて、本年度よ

り文部科学省の小中一貫教育に係る調査研究委託事業を受け、市内全小・中学校で小中一貫教育を

展開し、その成果を全国へ向けて発信してまいります。 

 「日本一の教育都市 入間」を目指し、学校力の向上、教育の質を高める関係事業を展開すること

は、21 世紀をたくましく生き抜く「豊かな人間性を持つ日本一の子ども」の育成に寄与するものと強く期

待するものです。 


