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第 2384 回例会報告

日　　時：平成 30 年 10 月 24 日（水）　
会　　場：例会場　　
司　　会 : ＳＡＡ    　　　　　　　　　　　　佐伯委員
開会点鐘　　　　 　　　　   　  　　　　 喜連元昭会長
斉　　唱：ロータリーソング「それでこそロータリー」
お客様の紹介　　　　　　　　　　　　 　喜連元昭会長
伊藤　富夫様　地区米山記念奨学委員会 副委員長
入会式　入会日 11 月 1 日
■小沢国寛会員　
●認証状の授与：喜連元昭会長
●バッチ贈呈：吉野パスト会長
●新入会員の紹介：川向会員
　先月卓話をしていただいたので、プロフィールは皆さ
んご存知だと思います。私は水曜日の例会前に小沢さん
の所で約 1 時間鍼をうって戴いているので、これから毎
週水曜日の昼までは小澤さんと一緒になってしまいまし
た。先日の卓話の後に会員の方数名と院でお会いしまし
た。今後共、皆さんよろしくお願いします。
●ご挨拶：小沢国寛会員
　私は次の日曜日に 35 歳になります。国立 RC では最
年少だと思います。解らない事だらけなので、教えてい
ただければ嬉しいです。これから、よろしくお願いいた
します。
■佐藤稔会員　
●認証状の授与：喜連元昭会長
●バッチ贈呈：小川パスト会長

●新入会員の紹介：小澤谷守会員
　佐藤さんの入会に際しては、たくさんの方のお誘いが
あって入会となっています。谷保にお住まいで、不動産
賃貸・管理業の代表をされています。ゴルフは大変お上
手です。今後共よろしくお願いいたします。
●ご挨拶：佐藤　稔会員
　ロータリーに入れるほど立派な人間ではないので、今
とまどっている次第です。入った以上は皆様に色々お知
恵を拝借しながら頑張っていきますので、よろしくお願
いいたします。
会長報告　　　　　　　　　　　　　　　喜連元昭会長
　お二人の入会を大歓迎いたしたいと思います。先日の
津戸会員の入会もあり、11 月からは若返りが図られ、
活発な活動を大変楽しみにしております。津戸宮司のお
怪我も治り、今日から出席いただきました。これから、
またよろしくお願いします。
幹事報告      　　 　　　　　　　  　　　 小澤崇文幹事　
●カンボジア教師育成支援プロジェクト全体会議
　日時　11 月 28 日（水）15 時
　場所　渋谷エクセルホテル東急

▲ 入会された佐藤会員と小沢会員
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　出席　喜連 ( 紘 ) 国際奉仕委員
●姉妹地区　RI 第 3650 地区・地区大会
　日時　12 月 6・7 日
　場所　グランド ハイアット ソウル ホテル
　登録　11/10 まで
●ドイツ ｢ハンブルグ国際大会｣・ガバナーナイト
　のご案内
＊国際大会　日時　2019 年 6 月 1 日～ 5 日
　　　　　　場所　ハンブルグメッセ
＊ガバナーナイト　6 月 2 日
申込詳細は事務局へ問い合わせください
●第 1 回どんど焼き実行委員会
　日時　11 月 22 日（木）19 時
　場所　谷保天満宮
　出席　社会奉仕委員
●「平成 30 年 7 月豪雨」義捐金の御礼
　2670 地区（四国四県）2690 地区（岡山 ･ 鳥取・島根）
2710 地区（広島・山口）より
●他クラブのイベント等の案内は掲示板でご確認くださ
い。
●次週 10/31 は 11/4 市民まつりに振替です。
委員長報告 
●多摩中 G テニス大会の報告　　　　　三田実行委員長
　10/4 開催し無事終了しました。安保ガバナー補佐・
喜連会長にご出席いただきまして、ありがとうございま
した。今回は幹事クラブで皆様のご協力で無事終了し
ほっとしております。
●北島 ( 清 ) 社会奉仕委員長　くにたち秋の市民まつり
の詳細、ご案内を配布しました（内容説明）。50 周年式
典用にパレードの動画撮影をしますので、ジャンパー着
用で黒系のズボンでいらしてください。
●小川 50 周年副実行委員長　例会後に企画委員会を行
います。担当者は出席をお願いします。
ニコニコＢＯＸ 　　  　 　　　 　　  平川親睦活動委員
●喜連元昭会長　本日は我がクラブに待ちに待ったお二
人の強力な仲間が入会される事になり、これからが大い
に楽しみです。今日の卓話にお越し頂いた米山記念奨学
委員会の伊藤富夫講師のお話をしっかり拝聴したいと思
います。
●小澤崇文幹事　「一雨毎に空きが深まる」といいます
が秋めいてきました。小沢国寛さん・佐藤稔さんの入会、
熱列歓迎します。米山記念奨学委員会副委員長、東京武
蔵 RC の伊藤富夫様、御来会有難うございます。卓話宜
しく御願い致します。
●小澤孝造会員　小沢国寛さん、佐藤稔さん両名の御入
会歓迎申し上げます。若さをクラブに注入して下さい。

又、天満宮宮司の病気平癒、御目出度う御座居ます。今
後は立ち振る舞いには、くれぐれも気を付けて御活躍下
さい。
●津戸最会員　　永い間、体調不良のため欠席いたし申し
訳なく思います。さて本年より息子である谷保天満宮禰
宜の津戸弘樹が入会させていただきました。何もわかり
ませんが、よろしくご指導の程お願い申上げます。
●吉野会員　佐藤稔さん、小沢国寛さんの入会を歓迎い
たします。
●小川会員・関重寿会員・本間会員　佐藤稔さん谷保の
星、入会お目出とう。又、小沢国寛さん合わせてお目出
とう。これからの RC をよろしくお願いいたします。地
区米山副委員長 伊藤様のご来訪ありがとうございます。
●杉田会員・岡本正伸会員・北島正典会員・岡田会員　
小沢国寛さん、佐藤稔さんの入会を歓迎致します。お互
いにロータリーライフを楽しみましょう。
●内山会員　佐藤稔さん・小沢国寛さんの入会を心より
歓迎致します。楽しんで下さい。伊藤米山記念奨学副委
員長の卓話、拝聴させて頂きます。
●小澤谷守会員　佐藤稔さん、小沢国寛さん、ロータリー
クラブに入会いただき、ありがとうございます。これか
ら共にロータリー活動を楽しみましょう。稔さん今度ゴ
ルフ教えて下さい！地区米山奨学委員会副委員長の伊藤
様には本日の卓話宜しくお願い致します。
●山崎会員・遠藤常臣会員・喜連紘子会員　地区米山記
念奨学副委員長の伊藤富夫様の卓話楽しみにしていま
す。又、佐藤稔さん、小沢国寛さんの入会大歓迎です。
ゴルフ御手柔らかに !!
●寺澤会員　小沢国寛様・佐藤稔様のご入会歓迎致しま
す。これから宜しくお願い致します。伊藤地区米山記念
奨学副委員長、本日は宜しくお願い致します。
●近藤会員　小沢国寛様・佐藤稔様の御入会を心より歓
迎致します。ロータリーライフを楽しんで下さい。よろ
しく御願いします。
●遠藤直孝会員　佐藤稔様・小沢国寛様の御入会おめで
とうございます。心より歓迎致します。本日の卓話講師
伊藤富夫様よろしくお願い致します。
●関俊之会員　小沢国寛さん・佐藤稔さんのご入会心よ
り歓迎いたします。お二人のご活躍期待いたします。稔
さんには町内会活動同様、今後共よろしくお願いします。
●北島清高会員　小沢会員・佐藤会員の入会を歓迎致し
ます。楽しい楽しいロータリーを満喫してください。
●鈴木会員　先日のボーリング大会、お疲れ様でした。
また佐藤稔さん、小沢国寛さんご入会心より歓迎致しま
す。
●川向会員　小沢さん・佐藤さんの御入会おめでとうご
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米山奨学事業にについて

地区米山記念奨学委員会副委員長　
　　　　　　　　　伊藤　富夫氏　

ざいます。これからもよろしくお願いします。
●三田会員　10 月 8 日多摩中テニス大会が国立ロータ
リークラブ幹事で大会委員長という大役を仰せつかり無
事に皆様のご協力で終了しました。新会員の佐藤稔さん
小沢国寛さんの入会を歓迎します。嬉しくてニコニコし
ます。
●米山奨学委員会 ( 北島正典会員・杉田会員 )　地区米
山記念奨学委員会副委員長 伊藤富夫様の御来訪ありがと
うございます。米山記念奨学事業の卓話楽しみにしてお
りました。どうかよろしくお願いします。

●親睦活動委員会 ( 鈴木会員・平川会員・遠藤久会員・
矢澤会員・山岡会員・二階堂会員 )　小沢国寛会員・佐
藤稔会員ご入会心より歓迎いたします。親睦委員会では
1 年を通していろいろな企画をしています。どうぞ楽し
いロータリー生活を満喫ください。　
＊ニコニコ BOX 合計 99,000 円　累計 841,000 円
出席報告　　　　 　　   　　　　　　近藤出席奨励委員
　 10 月 24 日　在籍 49 名中　出席 34 名   
　 前々回 (10 月 10 日 )　出席率 92.86％  
閉会点鐘 　　　 　 　 　　　　   　　　   喜連元昭会長

■講師の紹介　　　　　　　　 北島正典米山奨学委員長　　　　　　　
　地区の伊藤副委員長に卓話をお引き受けいただきまし
た。米山月間である 10 月に卓話を設定できたことはと
ても嬉しいことだと思います。伊藤様は武蔵府中 RC の
方です。よろしくお願いします。
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冨士見台幼稚園　 小澤　谷守さん 

❻
会
員
の

園　長　

■今日は、国立冨士見台幼稚園へ訪問し、小澤谷守園長
先生に幼稚園の歴史・教育方針・年間行事・課外活動等
についてお聞きしました。
　幼稚園を訪れると、まず、全面に芝生が敷き詰められ
た緑いっぱいの園庭で、楽しそうに元気に遊ぶたくさん
の園児達の姿が目に入ってきました。
　そして、園児達は元気いっぱいの挨拶で我々をお出迎
えしてくれました。
■国立冨士見台幼稚園は、昭和 41 年に開園、現在の小
澤谷守園長は 4 代目との事です。年少～年長まで、園
児数は 288 名と多く、未就園児（ニコニコ教室）も 64
名います。
　少子化の時代ですが、国立市内、郊外からも支持され、
人気の幼稚園であります。安全・安心の新園舎は 2014
年に完成しました。木の温もりと香り漂う多摩産の杉や
檜をふんだんに使った室内は、暖かみのある質感や安ら
ぎを感じさせ、保育室や廊下はゆったりとした広さを持
たせた、ゆとりある保育空間を実現させています。
　２階に上がる階段下のスペースを活用した「本読み
コーナー」、２階の廊下には登り棒やアスレチックなど
アイデアいっぱいの「遊びコーナー」が設けられ、子ど
も達の旺盛な遊び心に応えている施設であると感じまし
た。
■幼稚園の教育方針について聞いてみました。
　「幼児期の知的発達には、めざましいものがあります。
幼稚園は、集団生活を通じて、健全な体と心のバランス

のとれた豊かな人間形成の基礎を養うところです。多く
の遊びを通じて、友達と関わり、体験から得る実感から、
自立心や他人を思いやる心が芽生えます。優れた保育環
境の中で、のびのびとたくましく、また、保護者には積
極的に各種行事に参加していただき、子どもと感動を共
有し、子どもと共に育っていく存在でありたいと考えて
います。」
■次に年間行事と課外活動について聞いてみました。
　「様々な年間行事があります。一例として、農園活動
を紹介します。親子で泥んこになって田植えを体験、そ
の後、稲の生長を観察したり、かかしを作ったり、秋に
は稲刈り・お餅つきへと活動は続きます。課外活動は、
体操教室・絵画教室・サッカー・バレエ・学研プレイルー
ムと各種充実しています。」
■最後に園長先生自ら指導している「剣道」の練習につ
いて聞いてみました。
　「年長になると剣道の練習があります。剣道を通じて、
正しい姿勢、反射神経、集中力、礼儀、謙虚で素直な心、
思いやる気持ち、人間としての基礎、基本を学んでいき
ます。」
■筆者は今回の取材を通じて、豊かな自然・素晴らしい
施設・人間的な温もりのある教育等、一人ひとりの子ど
も達の夢をはぐくむ、あらゆる環境の揃った素晴らしい
幼稚園であると実感しました。お忙しい中、親切、丁寧
に施設のご案内や取材に応じていただいた小澤谷守会員
ありがとうございました。＊文・平川、写真・岡本（貞）

学校法人　小澤学園

▲ 園長自慢の園庭は、全面に芝生が引き詰められている。▲ 元気いっぱいに「オハヨウ」

▲ 木の温もりが漂う園舎

▲ 冨士見台幼稚園の正門

▲ 小澤谷守園長（職員室にて）


