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本日のゲスト
海星学院高等学校　校長
 堺　　俊光 様（室蘭東RC）
米山記念奨学生 ショウ・カンメイ 様

2019年９月10日（火）　第2294回　例会

●９月は基本的教育と識字率向上月間・ロータリーの友月間です。

第2510地区　日本（DISTRICT 2510 JAPAN）　●会長：赤崎　幸三　●幹事：西野　義人　●編集：クラブ管理運営委員会

2019～2020年度　国際ロータリーテーマ

ROTARY CONNECTS THE WORLD
　　「ロータリーは世界をつなぐ」
　　　　2019～2020年度 ＲＩ会長　マーク・ダニエル・マローニー

室蘭北ロータリークラブ会報

本日のプログラム

前回例会の報告

次回の予定プログラム

第2293回（9月3日）例会記録

室蘭岳

本日献立 中華ランチ（回鍋肉、サラダ、ライス、スー
プ、デザート）

次回献立予定

クラブ管理運営委員会

夜間例会「３ＲＣ合同例会」

菅原　正明 会員
クラブ管理運営委員会

卓話「ハーバリウム体験」

次々回の予定プログラム

室蘭税務署　署長　信山　道広 様
クラブ管理運営委員会

卓話「ネット社会と税」

※次週9月17日（火）は振替休会です。
※9月17日（火）のクラブ協議会は、同一日時に
　勉強会を開催することとなりましたので中止
　と致します。

会長報告
１．第 2510地区ポリオプラス委員会より
　　前年度目標の会員一人 30 ドル達成の感謝
に「2510 地区エンドポリオナウバナー
2019」が届きましたので回覧いたします。

２．米山記念奨学会より世話クラブ補助費が送
金されましたので米塚カウンセラーにお渡
しいたします。

　＊米山奨学生ショウ・カンメイさんに奨学金
を支給いたします。

１．本日例会終了後理事会が開催されます。関
係者はお集まりください。

２．次週9/12（木）の例会は3RC合同親睦夜
間例会です。

　　受付17：30　　開会・点鐘18：00
　　お時間お間違えのないようよろしくお願い
致します。当日タクシーをご利用になる方
は出欠表に必ずご記入をお願いいたします。

３．米山梅吉記念館より館報が届いております。
回覧いたします。

　＊ポリオプラス募金、1人100円とワンコイン
ニコニコBOXのご協力を、お願い致します。

幹事報告

１．国際奉仕委員会　椛澤委員長より
　　ポリオプラス募金の報告
　　8月の募金額は9,273円です。前年度繰越
金と合わせて110,158円となっておりま
す。ご協力ありがとうございます。引き続
きよろしくお願い致します。

２．親睦活動委員会　工藤委員長より
　　ワンコインニコニコボックスの報告
　　8月の募金額は10,670円です。ご協力あ
りがとうございます。引き続きよろしくお
願い致します。

３．青少年奉仕委員会　廣瀬委員長より
　①蘭東少年野球同好会後期リーグが9/14
（土）開催されます。

　　　場所　日の出公園　　開会式　13：00
　②第2510地区ローターアクトによる2019
～20年度「交通安全PR自転車リレー」が
9/14～16赤平市をスタートし、東室蘭駅
東口に13時頃ゴールの予定です。ジャン
パー着用にて迎えていただければ幸いです。
をお集まりください。

４．クラブ広報委員会　徳永委員長より
　　「ロータリーの友」9月号23ページにジュ
ニアヨット大会「エンルムカップ」につい
て写真入りで載っております。是非ご覧く
ださい。

委員会報告

　　　17：30　　受付
　　　18：00　　開会・点鐘　　
　　　18：30　　懇親会
　　　20：00　　閉会

会場：室蘭プリンスホテル

※タクシーを利用の会員はホテル
　サンルート室蘭17：00出発です。

志水様

いつもお世話になっております。
念のため修正版をお送り致します。宜しくお願い致します。　　　　　　　　北海印刷/菊池

笹谷様
いつもお世話になっております。
校正をお送り致します。宜しくお願い致します。　　　　　北海印刷/菊池

恐れ入ります。６月のメニューをお願い致します。



前回例会のプログラム

●プロフィール
　昭和31年、木古内町生まれ。
　昭和56年　東洋大学英米文学科卒。
　　根室西高勤務をはじめ各地で教諭を務める。
　平成８年　道教委勤務
　平成17年　野幌高校教頭
　平成19年　胆振教育局生涯学習課長
　　以後、道内各地の高校にて校長を歴任。
　　現在、海星学院高等学校長。

　戦後教育は、経済をはじめとする社会情勢によ
り大きく変化しています。日本の教育で幼稚園か
ら高校までの学習内容や指導内容の基準となる
のが「学習指導要領」で、現在は法的拘束力があり
ます。「学習指導要領」は戦後、ほぼ10年毎に改定
され、社会情勢を背景に内容（目的）に変化が見ら
れます。
　終戦後米国の統治下では、戦前教育の修正を求
められ、米国の教育の考え方による指導が中心と
なっていました。このため、昭和22年と26年は文
部省「試案」として発行されていました。にほんが
教育に主体性をもつことができたのは昭和33年
改定からです。この時の時代背景には、1951年サ
ンフランシスコ講和条約があります。これ以後、日
本は実質的に独立国家として国際的に認められ
ることになったからです。「学習指導要領」はそれ
までの「試案」から「告示」となり法的拘束力を持
つようになりました。そして、国際的に太刀打ちす
るために、以後しばらくは、学力向上が主たる目的
となりました。昭和43年改定では、高度成長やス
プートニクショックを背景に学力向上にさらに拍
車がかかり、いわゆる「詰め込み教育」となってし
まいました。しかし、学習内容が多く授業のスピー
ドも速いために、校内暴力、学力不振、不登校など
が顕著になり始め「落ちこぼれ」という言葉が表
れました。これにより、昭和52年の改定ではそれ
までの知識中心から人間性の育成に方向転換さ
れるようになりました。いわゆる「ゆとり教育」と

いう言葉が表れました。こうした方向性を確固と
したのが、中曽根首相直属の1984年設置の臨時
教育審議会答申でした。以後、新学力観、個に応じ
た指導、生涯学習に重点が置かれ今に至っていま
す。平成10年改定では、授業時数や内容の削減が
図られ、平成20年改定では、思考力、表現力、判断
力の育成と脱ゆとりが重視され、平成29年改定で
は、主体的・対話的で深い学び（アクティブラーニ
ング）の導入が提唱されました。全般的にいえば、
知識重視から、自分の考えを表明する力が求めら
れるようになりました。直近では、消費税増税を背
景に、私立高等学校での授業料無償化が閣議決定
され、来年度から実施される見込みです。このよう
に、教育は社会情勢（経済）と密接な関わりの中で
施策が進められてきました。

海星学院高等学校　校長　堺　俊光 様
クラブ管理運営委員会

卓話「教育と経済」

出席報告

会員数
出席免除者数
出席義務者数

51名
3名
48名

出席者数
欠席者数
出席率

36名
14名

72.00％

各種記念日

誕生記念日　小野寺浩二 会員　9月6日

結婚記念日　三浦　義隆 会員　9月2日

結婚記念日　松島　　茂 会員　9月9日

創立記念日　黒崎　　清 会員　9月1日

創立記念日　小野寺浩二 会員　9月3日

創立記念日　宮本　秀樹 会員　9月00日

ニコニコＢＯＸ

藤井徹也（明日より横浜市で行われる展示会に出展します）
赤崎幸三（8月末で今期も無事終了しました）
堺俊光様（卓話にあたり）
西野義人（9/1蘭東少年野球同好会40周年レクリエー
ションに参加してきました）

志水さんハッピーバースデー



第３回理事会　議事録
日時：2019年9月3日（火）13時30分～14時
場所：ホテルサンルート室蘭
出席者：赤崎幸三、菅原義男、菅原正明、西野義人、
　　　　斉藤崇、徳永賢二、宮本一章、内池秀光、
　　　　工藤一人、上口喜代志、猪俣英二、廣瀬禎、
　　　　加藤栄吉、藤井徹也（議事記載）
【協議事項】
１．9/12(木)３ＲＣ親睦合同夜間例会について
　ローターアクトクラブより4名参加。収益事業と
して生ビールの販売をしたいとのことですでに室
蘭ＲＣ・室蘭東ＲＣに打診し快諾を頂いている。
当クラブも承諾。一人1,000円程度の食事代(弁
当)を支出したい ……………………………承認。

２．9/14（土）社会奉仕委員会・カントリーデーについて
　9:30開始。最終出欠は今週中でとりまとめ中。
胴付き長靴を4つ用意している。参加者に川の中
に入って作業していただけるように猪俣委員長が
指名する。ゴミは例年通り斉藤(崇)会員にお願い
する。ジュース代として一人150円程度を考えて
いるが、当日の人数を確認し、宮本(秀)会員にお
願いする。

３．社会奉仕委員会・全員参加型奉仕活動「交通安全
啓蒙活動」について
　9月21日～30日の秋の交通安全週間に合わせ、
25日～27日の3日間、12:30より30分間、例年
通り全員参加で交通安全啓蒙活動を実施。

４．9/14（土）、15日（日）ツーデーマーチについて
　洞爺ＲＣより、広告費及び食材費負担として、
19,000円をお願いしたいとの打診があり。 承認。
お手伝いは14日2名、15日3名。

５．9/28（土）青少年奉仕委員会・ＲＡＣ地区協議会につ
いて
　7名の会員が登録。登録費は自己負担だが、川本
会員の分のみ地区から出るかも？ＲＡＣは6名登
録の予定。9月5日に人数正式決定、6日送金。
　一人7,000円。
６．10/5（土）地区大会について
　会員32名＋ショウカンメイ君＋事務局の34名登
録。ＲＡＣ7名を加えた41名参加。ＲＡＣ登録料
のうち、会長、幹事、会計の3名分は「各種登録
料」より拠出し、他4名分は青少年奉仕委員会費
より拠出。
　シノヤマ観光に中型バス（28名乗り）をおさえ
てある。今後、バス利用、利用停留所などの回覧
を行い利用人数を確定するが、28名を超える場
合は大型バスに振り替える。（今回は室蘭北ＲＣ
のみのバス利用）
　会員、ショウ君、ＲＡＣ、事務局に加え、室蘭Ｒ
Ｃ奨学生のマンさんを乗せてほしいとの打診あり
…………………承認。（登録料は室蘭ＲＣ負担）

　御崎駅前をスタートし数か所の停留所を経由、登
別室蘭ICから高速に乗り8:20到着予定のルート
を設定している。

７．その他
⑴青少年奉仕委員会・蘭東少年野球同好会への寄付
について
　例年、年間3万円の寄付をしているが、今年も同
額の寄付を承認。お渡しする日程は後日調整。今
までは笹谷会員へご連絡をいただいていたが、今
後は西野幹事にいただくようにお伝えした。
⑵9/17（火）クラブ協議会について
　当クラブの歴史・諸活動を学び、伝統を継承して
いくため、勉強会を実施していく。（今年度方
針）2013-2014年度以降入会の会員を対象に、
毎回7名程度のメンバーと、先輩会員2～3名の小
グループにて実施。（3グループで2回ずつを想
定。）講師は、及川会員、内池（眞）会員、加藤
会員、斉藤（崇）会員、川本会員、笹谷会員、廣
瀬会員、松島会員、村井会員。テーマは①先輩の
職業紹介、各奉仕活動の歴史、②各員会、理事会、
財団、米山について。9月17日を第一回目の勉強
会とするが、「クラブ協議会」としてではなく、
「ロータリー勉強会」として実施する。（協議会
は中止）第一回目出席者に関してはなるべく早め
に決めて連絡する。
※参加会員に日程選択の余地があったほうが良いの
では？（仕事の都合で参加できない場合も想定さ
れるため）まずは日程を決定し、連絡する。
⑶9月16日（月）第7回「第33回全国ローターアク
ト研修会実行委員会」について。
　自転車リレー終了後に地区役員が室蘭に来られ上
記実行委員会を開催する。　その際の会場費（ミ
ンクール）及び、室蘭北ＲＡＣ会員（人数未確
定）の食事代を負担する。 ………………承認。

議　事　録
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