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日  時：平成 27年 12月 9日  

会  場：例会場   

司  会 :ＳＡＡ             佐伯委員 

開会点鐘                   木島会長 

斉  唱：ロータリーソング「我等の生業」 

お客様の紹介                   木島会長 

中島 孝昌様 東京立川 RC  

是松 昭一様 国立市教育長 

会長報告                     木島会長 

●地区青少年交換委員会より 派遣候補生派遣国決

定通知書授与式および 

 青少年交換新年会の開催 

 日時 1月 17日（日）14時 

 場所 国立オリンピック青少年総合センター 

 出席 吉野会員 

●2016‐17年度 多摩中グループ会長・幹事 

 初顔合わせ会の開催 

 日時 1月 27日（水）18時 

 場所 立川グランドホテル 

 出席 内山次年度会長・喜連(元)次年度幹事 

●都立五商より インターンシップ御礼がきました 

幹事報告                   本間幹事 

●今後の予定  

●メールボックスに配布物などが残っている方がいま

す。年末につき、綺麗にしてお持ち帰りください。 

委員長報告    

●寺澤親睦活動委員長 来週の年忘れ家族例会 SAA

及び親睦活動委員の準備に伴う集合時間の連絡。 

●喜連(紘)どんど焼き実行委員長 会員の皆様には例 

年通り協賛金にご協力をお願いいたします。 

 

 

ニコニコＢＯＸ           秋山親睦活動委員 

●木島会長 東京立川 RC中島様、今日はよくお出で下

さいました。心から歓迎いたします。ノーベル賞授賞

式がせまってきました。今年も日本から 2 人の受賞者

おめでとうございます。戦後間もなく湯川さんが受賞

された時の高揚感を思い出します。今日はお忙しい中

是松教育長にはお出でいただきありがとうございます。

国立の現況を拝聴いたします。 

●本間幹事 是松教育長様におかれましては、大変お

忙しい中、卓話に講師よろしくお願いします。立川 RC

の中島様本日はお越しいただきまして、ありがとうご

ざいます。 

●津戸会員 是松国立市教育長様のご来訪歓迎申し上

げます。卓話楽しみに拝聴いたします。 

●五十嵐会員 是松教育長には街づくり・教育等永き

に渡り市政運営にご尽力をいただいております。一市

民といたしまして感謝とお礼を申し上げます。呉々も

お身体ご自愛下さい。今後共宜しくお願いいたします。 

●青木会員 西の広島、東の国立と言われた国立市の

偏向した教育を見事に正常化させられた是松教育長の

卓話を楽しみにしています。 

●喜連紘子会員 是松教育長様、ようこそお越し下さ

いました。本日の卓話を楽しみにしております。 

●遠藤直孝会員 立川 RC中島様のご来訪歓迎します。

是松教育長さんの卓話楽しみです。 

●岡田会員 是松教育長のご来訪ありがとうござい

ます。卓話をお伺いする事を楽しみにしています。 

●小山田会員 12月は私の誕生月で、お祝いありがと

うございます。ニコニコします。教育長の卓話楽しみ

にしています。よろしくお願い致します。 

RI 会長テーマ Be a gift to the world  クラブ会長テーマ もう一度青春！地域のために あと世代のために そして･･･ 
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●長嶋会員 主人が生前お世話になりました。是松様

の卓話楽しみに拝聴させて頂きます。 

●SAA・プログラム委員会(遠藤常臣会員・石塚会員)  

是松昭一教育長を迎えて新制度における教育行政制度

についてお話しをいただきますのでよろしくお願い致 

 

 

 

 

 

講師紹介              石塚プログラム委員長 

 大分県出身で法政大学の経済学部卒業後、国立市役所に入

職され、平成 11年 10月に職員課長・建設部主管・教育委員

会事務局庶務課長・教育次長を経て、平成 25年 5月に教育

長に就任されました。趣味はウオーキング・音楽鑑賞、お子

様お二人は独立されて現在は八王子に奥様とお住まいにな

られています。国立の教育現状を変えてくれて今日に至って

いるのは教育長の力でございます。 

はじめに                  是松昭一 

日頃、国立 RCの皆様には当市の学校教育に多大なご支

援とご協力を賜っておりますことを深く御礼申し上げま

す。学校教育の成果を若干報告ささていただきます。 

学校数と児童生徒数  

小学校 8校・児童数 3071人・1校平均 383人 

中学校 3校・生徒数 1365人・1校平均 455人 

5年後の推計値 児童数 3170人・生徒数 1334人 

 昭和 50年代 9千人の半減、現在が底についている 

教職員数 

279人 職層(校長・副校長・主幹・主任・一般教員) 

教頭と比べて副校長は校長とともに学校経営に参画で

きます。主幹・主任・一般教員も含めて、すべて 5段階の

試験によって昇任していきます。組合加入状況は現在 9％、

活動をしていなくて、ここ数年は組合交渉はしていないと

いう状況です。学校全体で教職員が一丸となって、子供た

ちを中心に学校運営をしているという状況が生まれてい

ます。 

学力 

文部科学省全国学力調査(小 6・中 3：国語 A･B 算数･数学

A･B 理科) 東京都の平均をすべて抜いています。 

東京都教育委員会学力調査(小 5・中 2：国語 算数・数学 

社会 理科 英語) 東京都の平均をすべて抜いています。

特に中学においては平均正答率の差が 9 ﾎﾟｲﾝﾄ以上ある教

科が数学・英語で出ております。 

体力 

東京都運動能力調査 (全学年：握力・上体起こし・長座体

前屈・反復横跳び・持久走・20ｍシャトルラン・50ｍ走・

立ち幅跳び・ソフトボール投げ) 概ね良好。小学校男子

(特に低学年)に課題がありますが、上の学年になり体力が

成長していく状況です。 

体躯(身長・体重・座高) 小学校男子、中学校男子・女子

が東京都の平均以下 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いじめ・不登校・校内暴力等 

H26 文部科学省｢児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問

題に関する調査｣ 

いじめの認知件数 小学校 10件・中学校 47件 

 からかう・ひやかし・ふざけてぶたれる・けとばされる、

無視されるが最近多くなってきた。 

中学校で多いのが LINE上で悪口。 

不登校件数 小学校 16件・中学校 40件 

 年間を通じて 30 日以上来れない生徒数です。別室登校

の生徒は入っていません。 

暴力発生件数 小学校4件(内対教師暴力2件)・中学校(内

対教師暴力 0件) 

 小学校では、発達障害のお子さんがパニックを起こした

生徒を教師が抑えようとして教師がけがをした、悪意を

持った暴力ではない事をご理解いただきたい。中学校は、

ふざけ合っていたらけんかになったもので、あとをひく

暴力行為ではない事をご理解いただきたい。 

生活・学習状況 アンケートからの集約結果 

国立の子供達は、テレビ・ゲームをする子は平均より少

なく、平日・休日に勉強をしている子が平均より多い。ほ

どほどに遊んでいますが、しっかり勉強をしている傾向が

あります。学習塾へ行っている子は小学校 6 年生で 55％

(都平均 58％)、中学校 3年生 76％で都・全校平均より多

くなっている。国立の子供達・家庭は学習熱心だと読み取

れます。平日にスマートホン・パソコン使用は小学生8%(全

国平均より少ない)、中学生38％。スマホは依存性が高く、

インターネットトラブルも多くなっているので、学校でも

リスク管理も教えていますが、ご家庭で注意をはらってい

ただきたいとお願い申し上げます。 

これからの学校教育課題のキーワード 

・次期学習指導要領改訂 平成 32(2020)年度から全面実施 

・アクティブラーニング 

・特別の教科 道徳 

・英語教育の開始時期の引き下げ(小 5→小 3) 

・インクルーシブ教育システム構築 

・小中一貫教育(義務教育学校→学制見直し) 

・ICT教育(タブレット端末、電子教科書) 

・公共施設マネジメント(学校の適正規模化と適正配置、 

施設複合化) 

国立市の学校教育の現況 

是松 昭一 国立市教育長 

します。  ニコニコ BOX 合計 24,000円 累計 663,000円 

出席報告             岡田出席奨励委員 

 １２月９日 在籍４６中  出席３５名   

  前々回（11月 25日）の  出席率 97.56 %  

閉会点鐘                   木島会長 
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日  時：平成 27年 12月 16日  

会  場：ホテル日航立川   

司  会 :ＳＡＡ          遠藤(常)委員長 

会長報告                     木島会長 

●17-18年度 多摩中グループ ガバナー補佐に村上

隆秀会員・グループ幹事に山崎義晴会員を本日臨時理

事会を開催し選出いたしました

ので、ご報告いたします。 

■村上会員・山崎会員より 

ご挨拶をしていただきました 

お客様の紹介                  木島会長 

吉野利春会員夫人 益世様 

内山健治会員夫人 幸子様 

村上隆秀会員夫人 真弓様 

  〃  お嬢様 真理様 

秋廣道郎会員夫人 康子様 

岡本正伸会員夫人 芳江様 

小澤谷守会員夫人 あゆ子様 

山崎義晴会員夫人 季美枝様 

遠藤常臣会員夫人 春実様 

石塚陽一会員夫人 美子様 

寺澤 武会員夫人 房江様 

本間康彦会員夫人 純代様 

木島常明会員夫人 和子様 

北島正典会員夫人 緑 様 

伊藤 明会員夫人 久美子様 

  〃  ご息子 黎 様 

関 俊之会員夫人 藤子様 

ニコニコＢＯＸ           山崎親睦活動委員 

●木島会長 酷暑の中スタートした新しい年度も早や道

半ばとなりました。皆さん｢もう一度青春｣楽しんでいま

すか。今日は年忘れ家族例会、いやな事はすっかり忘れ

来る年に向って大いに楽しみましょう。親睦活動委員会

の皆様いろいろありがとうございます。あと半年頑張り

ます。 

●本間幹事 SAA 委員会並びに親睦委員会の皆様、年忘

れ家族例会ご苦労様です。早いものでもう半年すぎまし

た。あと半分ガンバル為にも本日は大いに楽しませて頂

きます。 

●小澤孝造会員・津戸会員・杉田会員 年忘れ家族例会、

親睦委員の皆様、大変ご苦労様です。すばらしい新年が

迎えられますよう楽しみましょう。 

●時田会員 本日は喜寿のお祝、誠に有難うございます。

今後共よろしくお願い致します。 

 

年忘れ家族例 会 

 

●山口会員 来年 4月に 80歳になります。お祝いありが

とうございます。 

●情報委員会（秋廣会員・吉野会員・小川会員）会長・

幹事さん御苦労様です。又今日は年忘れ家族例会を準備

して下さった親睦活動委員会の皆様有難うございます。

情報委員会では来春2月17日白十字で全員集会を開きま

す。こぞって参加下さい。 

●宗村会員 年忘れ家族例会、本年も参加出来ましたこ

と、皆々様に感謝を申し上げます。 

●内山会員 年忘れ例会、夫婦共々楽しませて頂きます。 

又、古希の御祝をして頂き厚く御礼申し上げます。今年一

年お世話になりました。来年も宜しくお願いいたします。 

●岡本貞雄会員 試食会までして準備を重ねて下さった

親睦活動委員の皆さまに感謝し、今日は十分に楽しませ

ていただきます。 

●小澤谷守会員 本日は恒例の年忘れ家族例会に多数ご

参加いただきありがとうございます。又、親睦委員会の

皆様にはご苦労様です。 

●青木会員・近藤会員 本日の年忘れ家族例会をご準備

頂きました皆様のご苦労に最高の敬意と感謝を申し上げ

ますと共に今宵一夜を楽しませて頂きます。 

●石塚会員 早いものでもう｢古希｣のお祝いとのこと、

多少ショックを受けています。でも｢心｣はいつまでも青

年で頑張って参ります。今夜は 27年の家族例会を妻の美

子と共に楽しませていただきます。役員さん有り難うご

ざいます。 

●関俊之会員 還暦のお祝いをありがとうございます。

“もう一度青春!!”の気持ちで明日からもガンバリます。 

●新世代委員会(岡田会員・長嶋会員) 年忘れ家族例会、

親睦委員会の皆様準備ごくろう様です。催しなど楽しみに

しています。 

●SAA委員会(遠藤常臣会員・高世会員・稲村会員・荘原 

健会員) 今年の締めとしての｢年忘れ家族例会｣楽しみ

にしています。親睦委員の皆さん、御苦労様です。 

●親睦活動委員会(寺澤会員・村上会員・山崎会員・喜連

紘子会員・伊藤明会員・長嶋会員) 本日の年忘れ家族例

会に多数ご参加頂き、誠にありがとうございます。年忘

れにふさわしく盛り上げていきますので宜しくお願い致

します。 

ニコニコ BOX 合計 107,000円 累計 770,000円 

出席報告             岡田出席奨励委員 

  １２月１６日 在籍４６中 出席３６名  

  前々回（12月 2日）の出席率 97.73％  

閉会点鐘                    木島会長 

第 2258回例会 
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「テレサ･イレブン」ものまねショー 

 

 

 

 

 

 

デュエットで熱唱する津戸会員 

 ▼手に手つないでの大合唱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年の年忘れ家族例会は、11月にグランドオープン

したホテル立川日航で開催されました。新たなホテ

ル、皆さんの期待も大きかったではないでしょうか。 

年忘れ家族例会ならではの慶事の紹介・お祝いで

は、５名の会員とその奥様２名が紹介されましたが、

皆様、年齢よりとてもとてもお若い。自分もあのよう

にありたいものだと感心してしまいました。 

懇親会は、今年もゴルフのエージシュートを達成さ

れた時田会員の乾杯の音頭。力と心のこもった乾杯の

発声でさっそく盛り上がりました。 

オープンしたばかりのホテルの楽しみなコース料

理が運び込まれる頃には、すでにだいぶお酒も進んで

いたようで、皆様、だいぶ和やかな雰囲気になってお

り、次々に運ばれる事前の打ち合せされたコース料理

をゆっくり楽しみました。 

ディナーショーは、『テレサ・イレブン』さん。テ

レサ・テンのものまねソングもさることながら、その

軽妙なトークと衣装交換を十分楽しみ、また笑わせて

頂きました。イレブンさんが近くにきて問い詰められ

困惑顔の『社長さん』（台湾訛り？）も。ショーの締

めは、津戸会員とテレサ・イレブンさんのデュエット。

津戸会員とイレブンさんの意気のあった熱唱に皆様、

聴き入りました。 

最後は、山口会員のソングリーダーで、クラブ恒例

の『手に手をつないで』の大合唱。とても良い１年の

締めくくりとなりました。 

寺澤親睦活動委員長はじめ、親睦委員・SAA委員の

皆様、ありがとうございました。(文：大庭会報委員) 

 

12月 25日午後 3時より谷保天満宮の参道において毎年恒例の「明け 

ましておめでとうございます」の横断幕設置を木島会長以下 18名の参 

加で執り行いました。本間幹事を中心として揃いの黄色いジャンパーを 

着用し、和やかな雰囲気のなか無事怪我人もなく新年を迎える準備をで 

きましたことを感謝いたします。 

年内の事業はこれをもちまして 

終了となりますが、平成 28年 

はより国立ロータリークラブが 

発展すること・初詣にいらっし 

ゃる皆様に幸多きことを祈願い 

たします。(北島正典会報副委員長) 

年 忘 れ家 族 例 会 2015.12.16 

 

慶事の方々 

傘寿： 山口康雄会員  喜寿： 時田千弘会員 

古希： 内山会員と奥様 ・ 石塚陽一会員と奥様 

還暦： 関俊之会員と奥様 


