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＜ビジター・ゲスト＞ 

入間市教育長 中田 一平 様 

米山記念奨学生 梁 有鎮 様 

<オブザーバー> 

✿紹介者  菅野茂実会員

(株)住協 取締役     宇野 健一 様 

(株)柏尾工業所 代表取締役 駒形 一人 様 

(有)旭創建工業 代表取締役 旭  雅則 様 

  

Ｒ財団寄付表彰 

マルチプル ポールハリスフェロー 

1回目・間野尚会員 

3回目・関谷永久会員 

 

＜今月のお祝い＞ 

会員誕生日 
山岸義弘君  金井祐一君 

一柳達朗君  吉岡信人君 

夫人誕生日 滝沢久美子様 繁田美香様 

結婚記念日 

吉 田 勉 君   豊田義継君 

新 井 格 君   一柳達朗君 

荒井正武君 

 

 

 

＜出席報告＞ 後藤健委員

会員数 出席数 出席率 前回修正率 

37名 23名 65.7％ ----- 

  事前欠席連絡 2名 
 

 

 

 

 

🌸会長挨拶🌸  豊田義継会長 

 今日の例会は盛り

沢山ですので、短い挨

拶とさせて頂きます。

本日の例会で楽しみ

にしていたことが、２

つあります。 

 １つは、今日の３名

のゲスト出席者とお会いすることです。私

達の仲間として新たにお迎えしようとし

ています。皆様を心から歓迎をしたいと思

っております。ロータリークラブは、親睦

と奉仕を基本とする奉仕団体です。入会し

て頂き、多くの方と知り合い、交流を深め、

親睦や心の通う奉仕も行ない、人生を楽し

んでいただきたいと考えております。私達

は入って良かったというロータリークラ

ブを目指しています。 

 ２つ目は、入間市教育委員会教育長の中

田一平氏の講師卓話です。 

今年度、社会奉仕事業として、入間市の小

中学校へ教育器財の提供を行ないます。 

私の方針であります、心の通う奉仕をする

為に、各学校から希望を出して頂き、教育

長のもとで調整を図ってきました。その中

で、現在の小中学校の子供達の現状と考え

方を伺い、大変興味深いものを感じました。 

 本日はこの話を含めて、種々データをお

示し下さるとのことでしたので、楽しみに

拝聴させて頂きます。皆様と共に、実りあ

る例会にしたいと思います。 

 

4号 ３２51回例会 ２０２２年 10月 6日（木） 

 

2022-2023年度 RＩテーマ 

地区スローガン 

2022-2023 RI 会長:ジェニファー・ジョーンズ  RI2570 地区ガバナー:村田貴紀 会長:豊田義継 幹事:木下登 

地域と世界でつながる力を磨き奉仕を実践しよう 

第 4号 ３２５１回例会 ２０２2年 10月  6日（木） 
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＜幹事報告＞ 木下登幹事 
＜協議事項＞ 
1.12月・1月のプログラムについて                       

・12/1（木）クラブ年次総会 

 定例理事会（西山荘）7:00～開催 

・12/15（木）クリスマス例会 

 うかい亭 詳細は後日連絡します。 

・1/12（木）講師卓話 

 年度計画書は 1/5例会ですが休会です 

・1/19（木）入間市長年頭所感 

教育器材寄付に関するクラブ基金の運用                 

寄贈 100万円(ニコニコ BOXより充填、ク

ラブ基金より補填） 

寄贈式 12/6 13:00～場所等詳細は後日 

＜その他＞ 

 ･11月よりクラブ例会&事業ネクタイ着用 

＜報 告・予 定 等＞ 

① 9/22(木)地区大会・帝国ホテルにて開催

(豊田会長･木下幹事･細淵会員･関谷会員 

  新井会員･一柳会員 6名参加) 

② 10/9(日)留学説明会不参加③ 10/13(木)

入間南 RCとの合同例会中止 

  合同ゴルフは武蔵カントリークラブ豊岡 

  コースにて開催 詳細は後日 

④ 10/16(木)ポリオ根絶ＳＬジャックプロジ 

  ェクト（入間ＲＣから 7名参加） 

⑤ 11/15(火)日高ＲＣ40周年記念式典 

  豊田会長、木下幹事出席 

⑥ 11/19(日)～22(火)ロータリー研修会 

 （神戸）参加者未定後日報告 

⑦ロータリーレート１４５／＄ 

⓵ 10/22(土)入間万燈まつり当クラブ不参加 

⓶ 10/25(火)入間市女子ゴルフ大会 不参加 

●委員長報告 
[青少年奉仕委員会] 田中快枝委員長 

9 月は例会が実施されなか
ったのですが、フードバンク
に 10点ほどご協力いただきま
した。今月もよろしくお願い
いたします。 

[会員増強委員会] 菅野茂実委員長 
  本日は 3人の方々にいら
して頂きましたので一言ご挨
拶お願いいたします。 
 
 

(株)住協 取締役     宇野 健一 様 

 参加させていただきありが

とうございます。これから

色々とお聞きして参りますの

で宜しくお願い致します。 

 

(株)柏尾工業所 代表取締役 駒形 一人 様 

 藤沢で空調関係の施工補

修、修理などをやっていま

す。地元入間市にご協力でき

たらと考えています。よろし

くお願いいたします。 

(有)旭創建工業 代表取締役 旭  雅則 様 

入間市の仏子で建築業を行っ
ています。まだ何も良く解っ
ておりませんがよろしくお願
いいたします。 
 

細淵克則会員 
 先日の地区大会ではお世話になりまし
た。帝国ホテルの対応が素晴らしく評価

をいただきありがとうございます。 
10/16の SLは財団が中心となって地区で
は 180名の参加で行われます。又、来月
はロータリー財団デーです。ご協力よろ
しくお願いいたします。 
[社会奉仕委員会] 馬路宏樹委員長 

 本日卓話の中田教育長のご
紹介をさせて頂きます。 
昭和 34 年お生まれになられま
した。昭和 57 年に入間市立武
蔵中学校着任。令和 3年入間市

教員長にご就任されました。本日は入間市
の小中学校教育の現状と未来について卓
話をいただきます。どうぞよろしくお願い
いたします。 
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■■■ ■■■ 
《入間市の小中学校教育の現状と未来》 

入間市教育長 中田 一平 様 

 大変日頃よりお世話にな

っております。心より感謝申

し上げます。私は上野で生

まれ、5 歳で父が亡くなり母

に育ててもらいました。子供

が好きで教育が好きで情熱

を持って、今迄突っ走って

きました。 

 今日はこのような機会をいただきあり

がとうございます。皆様方には日頃よりご

支援いただいておりますが実際、教育現場

がどのようになっているかをお伝えでき

れば更にいろんな意味でお力をいただき

子どもたちが、より良く成長ができると思

う観点からお話させていただきます。 

 入間市教育委員会基本理念は、学びと実

践があふれる街・ふるさと入間を愛する

心・主体的に学び活用する意欲・健康増進

に励む活力・思いやりと共生の心・グロー

バルな視点と感覚です。 

 今の学びの中で自分が考えたことや自

分が思ったことを如何に相手に伝えるか

を重視しています。タブレットが普及し 

瞬時に色々な資料や情報を子どもに入る

ようになりました。この写真は鍵盤のよう

に見えますが、タブ

レットです。タブレ

ットの中でソフトと

しての鍵盤活用など

多岐にわたりタブレ

ットの授業をしております。入間市 27 の

小中学校で行われています。 

 令和４年７月１学期末に、タブレットを
活用して、「コロナは学校生活に影響して
いますか」とアンケートを入間市の小中学

生に実施しました。約 80%の子どもが感じ
ていると回答しています。 

 タブレットの授業は好きと 89％の子ど
もが答えています。今の子どもは育った時
から AI に触れていますが課題も多くあり
ます。社会に出てタブレットを含めた ICT
を使わないと自分の力を発揮できないの
が現状です。又、入間市では 2年前から生
徒間では「さん」付けで呼びあい、「君」
は使わなくなっています。席はコの字型授
業を取り入れて友達の発表する様子が見
られるなどの工夫をしています。 
 一人一台のタブレット端末を活用し、子

どもたちが学校にいながら、他校の児童生
徒、私と「入間市の未来」について考える
会議を昨年度から２回行い、３回目も計画
しています。「こんな入間市になってほし
い」での小学生の意見では 
・ポイ捨てゼロの市を目指したい 

・事故がない入間市にしたい 
・見通しの悪い交差点があるので直して、   

より安全に暮らしたい  
・入間市にいじめがなくなってほしい 
・トイレをきれいにしてほしい等 

 又、中学生では自分たちで取捨選択しな
がら日本についての知識を集めています。
子どもたちが私たち大人から常日頃感じ
ていることを把握しながら、そして将来に
対しての不安や閉塞感を持っているのを
感じ取る事が大事であると私は思います。 
 日本の 18 歳による国や社会に対する意
識調査では、下記項目の調査ではどれも 6
ヶ国(アメリカ・イギリス・中国・韓国・
インド・日本)中最下位です。 

・多少のリスクが伴っても新しいことに 
沢山挑戦したい 

・自分には人に誇れる個性がある 
・自分の行動で国や社会を変えられる 
・国際社会でリーダーシップを発揮 
 日本の学校教育は高い学力、公平はトッ
プレベルですが、学ぶ意義・学ぶ楽しさ・
ICTの学習活用、特に学ぶ意欲・学びの調
整力に欠けていると感じています。昭和後
半の日本は、高度なものづくりで技術と勤
勉性により経済面で世界のトップとなり、

日本経済の維持を最優先し、「一斉指導」
により、指示に従い均質かつ高レベルな若
者の育成を学校に要請。第 3 次産業革命
「IT 革命」に対応する教育革命を実行で



4 

 

きず、勤勉性や一斉指導の継続となり、結
果として子どもの心にも影響して厳しい

状況となっています。 
 日本の教員はブラックイメージにより
優秀な教員が不足しているのが現状です。
OECD 加盟国では、最も標準的な資格を持
つ勤続年数 15年の教員の法定給与は 2005
～2020年にかけて平均 3%上昇。日本では、
対応する教育段階における教員給与は同
期間に 8%減少。OECD授業時間数(2020年)
は、初等教育 791時間、前期中等教育 723
時間、後期中等教育 685時間。これに対し
て日本は、初等 747、前期中等 615、後期

中等 511と少ないが、勤務時間に占める授
業時間の割合は、OECD平均は 46%、日本 36%
と授業以外の勤務が多い。これまでの教育
の継続では未来の担い手は育てる事はで
きません。 
 入間市では子ども達の実態を把握し、子

どもの考えを取り入れた教育行政をして
いきたいと考えています。 
1.自ら考え・行動する 

2.多様性を尊重・協働できる子ども育成 

3.ルールとリレーションのある学級 

4.教師中心の一斉指導から子ども中心 

5.教師の支持から子どもに任せる 

 教師が子どもに教え込む授業を段々と

発達段階で減らして、逆に協働により子

供たちが学びとる授業を発達段階で増や

していく形をとっていきます。 

 入間市が好きと答えた小学生は 93%、中

学生では 84%と非常に高く、多くの方々が

子どもたちを支援していただけるお陰だ

と思います。しかし、決して子どもたちの

環境は順風満帆ではなく、課題があり大人

たちがしっかりとタッグを組んで力を合

わせて子供たちが因り良く成長できる環

境を作らなければと思います。 

 私も子どもに対しての思いだけは誰に

も負けない自負がございます。学校教育問

題に対してのご意見がございましたら、ビ

シビシとご指導宜しくお願い致します。本

日はありがとうございました。 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 金井祐一ＳＡＡ 

 中田教育長ようこそ入間 RCへ。本日は

よろしくお願いいたします。 

「豊田義継君、木下登君、金井祐一君、 

 忽滑谷明君、繁田光君、滝沢文夫君、 

 関谷永久君、後藤健君」 

 中田教育長、旭さん、駒形さん、宇野さ

んようこそ入間 RCへ。 

 「菅野茂実君、関谷永久君、一柳達朗君」 

 9/21三菱 UFJ銀行所沢支店主催のひば

り会ゴルフコンペで優勝できました。 

「一柳達朗君」 

本日\83,000 累計\180,000 

 
 

■回覧、配布物 

① ロータリーの友 10月号 

② ハイライトよねやま Vol.270 

③ バギオたより Vol.92 

④ 茶の香めーる Vol.84 

⑤ ロータリー米山記念奨学会豆辞典 

⑥ 地区大会ご参加お礼 

⑦ 米山記念奨学会決算報告・事業報告 

⑧ 他クラブ例会週報&お知らせ 

⑨ RCの皆さまセイコー時計贈りませんか 

⑩ フードバンク寄贈 8,9月受領書 

発行 入間ロータリークラブ 
■事務所：〒358-0005 入間市宮前町 1-10 繁田醤油(株)内  Tel.04-2964-1700 Fax.04-2965-5788 

■Email ： iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp 

■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆバンケットホール Tel.04-2963-1111 

■例会日：木曜日 12：30～13：30  ■会報委員長：細田浩司 


