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＜ビジター・ゲスト＞ 

入間市教育長 西澤 泰男 様 

入間市学校教育課指導主事 浅見 信治 様 

米山記念奨学生 李 秀美 様 
 

＜❁会長の時間❁＞ 齋藤栄作会長 

入間市教育 西澤泰男様ようこそ入間ロ

ータリークラブへ。入間ロータリークラブ

は私で第 60代の会長年度を迎えます。60年

間入間市で活動してきたロータリークラブ

として今年度は地元に感謝をし、入間の将

来を担う子供たちのために何かできること

をという会長方針にそって本日、目録を贈

呈致します。 

｢入間市の英語教育並びに新世代教育の推

進の為の電子黒板用プロジェクターの寄贈」 

会員の皆様を代表しお渡しする事が出来て

肩の荷が少し降りた気がしています。 

今から 10 年前の山畑会長年度に私が提

唱して立ち上げた「地域交流会」は入間Ｒ

Ｃ・入間南ＲＣ・入間ライオンズ・入間青年

会議所の 4 クラブで始まったこの会もその

後、法人会、商工会の賛同も得られ現在で

は 18 団体が｢入間の子供たちのために」と

いう旗のもとに入間の教育を考え参加して

います。 

 

ロータリーには『入りて学び、出でて奉

仕せよ』という言葉があります。ロータリ

ークラブに入会することにより社会奉仕の

概念を学び個人として行動し奉仕する。ロ

ータリーが[I  SERVE]と言われる所以です。  

私も 10年間「地域交流会」の司会、運営

に個人として携わって来ましたこれもロー

タリーの教えです。 

私の子供は都内に通学していたため入間

市の小学校・中学校に通う機会がありませ

んでした。このことも私に地域交流会を提

唱させた大きな要因であったと思います。 

子供は通わなかったけれど何か入間市の

学校教育にためになることができればとい

う思いがありました。子供が地域の学校に

通学していないと全く学校とのご縁があり

ません。地域で子供たちを育てる時の大き

な盲点です。それでも私の場合、会社が学

校と寄付等の繋がりがあったのでまだまし

なのかも知れません。地域交流会を立ち上

げた以降の事ですが私の学校区であります

向原中学校の校長先生からの推薦で学校評

議員に就任しました。学校経営という概念

で校長先生を中心に各学校がある程度特色

を出しながら正に学校を経営している様子

を学びました。 

現在入間市では地域で子供たちを育てる

と明言しています。その地域の一員として

地域で子供たちを育てるお手伝いができれ

ばと願っています。本日の寄贈品が入間市

の教育に良い影響を与える事により教育関

係者の勇気となり他団体へのインスピレー

ションになり持続可能な良い変化を生む事

を望みます。 
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＜幹事報告＞ 豊田義継幹事 

第 3回定例理事会報告＜協議事項＞ 

1.10,11月のプログラム 

  一部修正 

2.フードバンク入間につ 

いて内容をよく把握し 

前向きに検討する。 

3.納涼夜間例会会計報告 

＜報告事項＞ 

1.第 2570地区戦略計画委員会・指名委員

会 委員長 鈴木秀憲様より依頼の件 

次回 3039例会後、臨時理事会にて協議 

2.本日例会,入間市教育委員会へ目録贈呈 

＜予定等＞ 

Ⅰ.9/8（土）RLIセミナー パートⅠ 

  9/9（日）米山梅吉記念館訪問研修旅行 

  9/14（金）第３Ｇ会長幹事会 

  10/20(土)クラブ研修リーダーセミナー 

Ⅱ.9/15（土）豊岡中学校体育祭 

  10/3（水）入間市戦没者追悼式 

  10/11（木）社会福祉協議会評議委員会 

＜その他＞ 

９月 20 日予定の日帰り旅行と美術館に、

多くの皆様の参加をお願いします。 
 

 

 

 

●委員長報告 
＜会報・雑誌委員会＞ 水村雅啓委員長 

・今月は基本的教育と識 

 字率向上そしてロータ 

 リーの友月間です。 

・巻頭では「子どもの貧困 

 対策と居場所づくりを 

取り上げています。フ 

ードバンクや子ども食 

堂、学習支援などに取り組むロータリー 

クラブ、ロータリアンの活動事例が載っ

ています。 

・｢ロータリーの友」を活用し、毎月「読後

会」を開催するなどクラブの活性化に繋

げている活動を紹介しています。 

・SPEECHは第 2520地区の IMでの、子ども

食堂を通じて子ども大人も地域も育つ

社会を実現する活動をすすめる NPO法人

インクルいわて山屋理恵さんの講演を

掲載。ロータリー情報満載 熟読下さい。 

＜プログラム委員会＞ 馬路宏樹委員長 

9月 20日の移動例会の出欠表を回覧して

おります。大勢の参加宜しくお願いします。 
 

＜青少年奉仕委員会＞ 宮崎正文委員長 

ロータリー財団奨学生須山恵理香さんの

近況報告を本日回覧いたしました。ご覧に

なってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今は九州でバイト

をしながらレッスン

をしています。16日に

東京に戻り、本来なら

ば例会にて皆様に挨

拶と考えていました

が、20日の例会は、移

動例会と聞き、無理な

ので次回帰国しまし

たら、ご挨拶をさせて

いただきたいと思い

ます。今月 24日に再びイタリアへと向かい

ます。今後ともよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 
 

✿西澤泰男教育長のご紹介 

 馬路宏樹プログラム委員長 

昭和25年のお生まれで、

平成 10 年入間市西部中で

教頭、富士見市で校長を 6

年、そして入間に戻って校

長を務められました。平成

27 年から入間市教育委員

会教育長をお勤めです。そ

れでは卓話よろしくお願い致します。 

オペラでの魔女役 
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■■■ ■■■ 
《入間市学校教育について》 

入間市教育長 西澤 泰男 様 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

最初に、本日未明に北海道で起きました

震度 6 強の地震に見舞われました、皆様方

にお見舞い申し上げるとともに一刻も早い

人命救助と復興を心から願っております。 

本題に入る前に今日は入間ロータリーク

ラブにおかれましては 60 周年おめでとう

ございます。又、入間の子どもたちの為に

目録を頂きありがとうございます。本日い

ただきました浄財と市の予算を合わせまし

て市内 27 校に電子黒板付きのプロジェク

ターを３年間で設置する予定にしておりま

すので宜しくお願い致します。 

基本理念として｢豊かな人間性の育成」、

テーマとして｢学びと実践のあふれるまち」、

誇れる施策として｢子ども未来室事業と小

中一貫教育｣の推進を掲げています。 

次に大きな教育課題としては①学力向上と

夢の実現、②不登校児童・生徒の減少、③教

職員の不祥事根絶、④教職員の働き方改革

の推進等があります。 

昭和 60 年頃が子どもの数がピークでし

て約 2万人でした。今は平成 30年 4月 6日

現在で児童数・生徒数 11,119名、学級数 342、

特殊学級 42となっています。又、入間市立

小・中学校の適正規模は小学校 12～18学級、

中学校 10～18学級と定めています。 

時代と共に変わり続けております授業で

は主体的・対話的で深い学びにより①興味

深い学習課題 ②体験学習・学び合い学習 

③まとめと振り返りの時間の授業を行い、

学んだことをいかに活用して、判断力、想

像力、集中力、コミュニケーション力を最

後の教育の目標としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居心地の良い学校は地域ぐるみからです。

子どもたちの穏やかな成長と、地域に愛さ

れ、開かれた学校を目指して、これからも

入間市の教育、子どもたちの為に皆様のご

支援ご協力よろしくお願いいします。 
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＜今月のお祝い＞ 

会員誕生日 
間野尚君     関根靖郎君 

友野政彦君   中澤孝芳君 

夫人誕生日 
岩崎芳江様   佐藤さおり様 

吉沢真紀子様 後藤二三江様 

結婚記念日 奥冨茂生君 

 

＜出席報告＞ 白幡英悟委員長 

会員数 出席数 出席率 前回修正率 

44名 29名 69.05％ 75.61% 

事前欠席連絡 3名 
 

■回覧、配布物 

① ガバナー月信 8月 9月合併号 

② ロータリーの友 9月号 

③ バギオだより Vol.68 

④ 入間市自治会回覧板への広告について 

⑤ ロータリー文庫 2017-18年度決算報告 

⑥ 入間 RC2017-18決算報告書 

⑦ 9/20日帰り旅行・R美術館出欠表 

⑧ 他ロータリークラブ週報＆お知らせ等 

⑨ 入間 RC週報 7,8号 

 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 木下登ＳＡＡ 

★西澤教育長本日はようこそ入間 RCへ 

卓話宜しくお願い致します。 

「齋藤栄作君、豊田義継君、水村雅啓君、

関谷永久君、木下登君、」 

★お見舞いありがとうございます。長期欠

席で失礼しております。「中澤孝芳君」 

★西澤教育長ようこそ 先日のゴルフ会お

疲れさまでした。一柳さん優勝おめでと

う。忽滑谷さん写真ありがとう。 

「繁田光君、吉永章子君、滝沢文夫君、 

晝間和弘君」 

★先週の第 1 回入間 RC ゴルフ会で優勝す

ることが出来ました。「一柳達朗君」 

★先日のゴルフ会で 5位入賞しました。 

 「忽滑谷明君」 

★早退いたします。「関根靖郎君」 
 

本日\61,000   累計\204,000 
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