
  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

◆ お客様   

草加市教育委員会  教育長 高木宏幸様 

  〃 子供教育連携推進室 嶋田様 

八潮みらい RC  金杉光左生様 

川口北東 RC   木内賢治様・伊藤信男様 

川口北 RC    谷口 顕様 

◆ 会長あいさつ      富永 悟会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

９月２６日の例会記録 

 

 皆さんこんばんは、本日も例会にお集まりいただき誠

にありがとうございます。そして本日は川口北東ＲＣ川

口北ＲＣの皆様が・お見えになっております。八潮みら

いＲＣの金杉さんの紹介を受けまして、草加ＲＣと草加Ｅ

ＲＣが名前は変わりましたが一つになって始めたという

話を経緯などの話を聞きたいという事でお見えになって

おります。こちらは私も草加松原ＲＣになってからロータ

リークラブに入りましたので合併の事はよくわからなくて

諸先輩方にお残りいただきまして例会後にお話を聞か

せていただければ有難いと思っております。興味のある

方は残っていただいて歴史というものを勉強してみても

楽しいのではないかと思っております。 

 そして先週の金・土・日と日韓友好 30 周年記念式典

の催しがございました。こちらには私と飯山幹事・会田

会員・加藤（修）会員・佐々木ガバナー補佐と草加松原

ＲＣとして 5 名参加をさせていただきました。生憎私と飯

山幹事・加藤さんが乗った飛行機が到着も遅かったの

ですが、入国に時間がかかり、1 時間半くらいディズニ

―ランドのアトラクションに並ぶような感じで並ばせられ 
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ました。出たら出たで電車がよくわからなく時間に遅れ

てしまい式典に間に合わないという不祥事を起こして

しまいました。式典の後は 3 年前の米山奨学生の李 

恩先さんと無事に会えまして食事をしてきました。李さ

んはとても元気で今お勤めの会社の社長さんの通訳

として日本にも来ているようですが、ロッテからヘッド

ハンティングを受けているようで相談をされました。自

分のやりたいことをするのが一番ではないですかと話

をしました。 

 帰りの日曜日は、11時頃にホテルを出まして実際の

飛行機の時間は３時５分だったのですが、飯山幹事

が３時５０分と時間を勘違いしていてまだ時間がある

から加藤さんの提案でソウルまで 2 駅歩いていこうと

歩き電車に乗って空港まで行ったのですが乗った電

車もまた間違えまして 50分と思っていたので大丈夫と

思っていきましたら残り30分で飛行機に乗れませんで

した。次の飛と尋ねましたら月曜日の 6 時半まであり

ませんと言われましたのでキャンセル待ちをしまして

どうにか帰ってくることができました。当日の 6時くらい

にキャンセルが出てけってくることができましたが、と

ても珍道中で思い出深い韓国ツアーになりました。 

 そして今日は高木教育長から草加市の教育状況を

卓話にて報告いただく予定でございます。我々草加松

原ＲＣとしてもこれから青少年に向けた新たな活動を

模索中でございます。是非このお話を参考にまたみん

なで子ども達に向けたロータリーとしての支援はどん

なことができるかを模索し新しい活動につなげていき

たいと思います。本日もよろしくお願い致します。 

２０１７‐１８年度 国際ロータリーテーマ 

ロ ー タ リ ー ； 変 化 を も た ら す 
 

＊＊本日のプログラム ＊＊ 

開会点鐘         幹事報告 
ロータリーソング    委員会報告 
四つのテスト          ＳＡＡ報告 
お客様紹介         出席報告 
会長挨拶         閉会点鐘 

   誕生祝・結婚祝 スピーチ 
     ロータリー情報 

 
 

    



 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 皆さんこんばんわ、ご紹介いただきました草加市教育委員会教育長の高木でございます。本日は草加松原ロータ
リークラブの例会という事でお招きいただきまして誠にありがとうございます。またロータリーの皆様には、日頃から
子どもたちの教育という事で様々な形でご支援をいただいておりますことにたいしましてこの場をお借りして厚くお
礼申し上げます。それでは草加の教育について時間の範囲内で話をさせていただきます。宜しくお願い致します。 
今日の私のお話ですが 4点です 
１．草加っ子の様子  草加の子ども達、小中学生のようす 
２．笑顔かがやく草加教育プラン  これは草加市の教育振興基本計画がありましてそれについてお話いたします。 
３．子ども教育連携の取組      子ども教育連携というものが草加の教育の特徴です。 
４．幼保小中を一貫した教育     
１．草加っ子の様子 
   ・規則正しい生活習慣               ・自己肯定感・自己有用感等 
   ・規範意識（ルールやマナー）人と関わる力   ・学習意欲・学習習慣 
   草加の子ども達は小学生・中学生とも相似で学校が楽しいという風に感じて充実した学校生活を怒っておりま
すが、これは学校教育が当然でありますが、家庭・地域の協力を受けましてそのような姿になっているのかと思い
ます。 
    一方、社会の大きな変化と共に子ども達を取り巻く環境は大きく変わっています。そして子ども達の育ちをめ
ぐって様々な心配な点もございます。例えば規則正しい生活のひとつとして朝食を毎日食べていますかという事、こ
れは基本中の基本ですがこれについては「全国学直学習状況調査」がございます。これは国語・数学の学力だけ
ではなく、子ども達の学習状況調査という事で学習や生活にかかる様々な調査をしています。その中に朝食を毎日
食べていますかという項目があります。これについては草加の子ども達は比較的安定的に食べている状況で全国
に平均より数値です。一方就寝時間を観ますと小学校 6年生では午後 11時以降に寝るという子ども達が 1割強い
る、更に中学 3年生になりますと午前 0時以降に就寝するという子が約３割います。そうなりますと睡眠時間が減少
します。さらに睡眠時間が遅くなるのは勉強で遅くなるだけではなくこういう状況もあります。 
  1 日に携帯・スマホ・インターネットをどれくらいやりますか？の問いに平日 2 時間以上使用しているというところ
で小学校で 1 割強、中学 3 年生になると 4割近くが 2 時間以上ですからもっとやっていることもたちがいる。スマホ
の所有率は草加の子ども達は全国小 6でと６８．６％、中 3で 91.9％と全国平均 7・8％を上回っている状況です。規
則正しい生活習慣を保護者に聞いてみますと 5歳児から中 3までいくとだんだん規則正しい生活習慣が送れていな
いと感じている保護者の割合が多くなります。見についているという割合が少なくなっています。 
２．笑顔かがやく草加教育プラン 
  第二次 草加市教育振興基本計画 
  基本理念  生きる力を共に教え育てる草加の教育 
  ・子ども達の笑顔  ・学校の笑顔 
 ・家庭の笑顔      ・地域の笑顔 
  １）生きる力を育てる子ども教育の推進 
  ２）生きる力をはぐくむ学園都市そうかの推進 
  ３）人権を尊重しあう教育の推進 
   様々な体感教育を通して「いのちの大切さ」を実感する 
    
３．子ども教育連携の取組 幼保小、小中の円滑な接続 
  目指す「草加っ子」（15歳の姿） 
   常識、礼儀作法   思いやりの心 
   たくましい心     自立心 
   規範意識など 
 

                              草加市子ども教育の連携に関するアンケート調査 

 

卓話者紹介  長谷部健一会員 

皆さんこんばんは、今月は基本的教育と識字率向上月間です。そこで理事会で日本は教育は行き届
いてはいますけどもう一度草加市の教育について教育長に来ていただき卓話をしていただこうと提案さ
せていただきました。 
高木教育長は、平成 23年から教育長をやられています。色々なシーンで私もお会いしていますが、今

日は草加の教育についてお話ししていただきます。 

「いのちの大切さ」を実感させるために 

交通安全教室                    小１・３ 

自然観察や生き物・植物の飼育栽培体験   小 1・２ 

防災学習  小１～３       福祉体験  小３～６ 

自然教室・農山村宿泊体験学習          小 5 

赤ちゃん人形を使った臍帯血採取体験      小５ 

修学旅行                        小 6 

社会体験学習                     中 1 

妊婦ジャケットを使った妊婦体験          中 1 

自然教室                        中 2 

保育実習                        中 3 

修学旅行                        中 3 

目指す草加っ子 検索 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１７－１８ロータリー財団奨学生 大谷理奈さんからの近況報告    

草加松原ロータリークラブの皆様、こんにちは。 
地区奨学生の大谷理奈です。日本はまだ残暑の残る頃でしょうか。みなさまいかがお過ごしですか。 
パリはすっかり秋色で、街中では冬のコートやダウンを着ている人もちらほら見るほどです。バカンスの雰囲気は
すっかり消え、新学期のきびきびとした空気が街に漂っています。 
フランスでは、この新学期の時期を「ラントレ(再開)」と呼び、子どもたち 
を中心に家族皆が新たな楽器の準備におおわらわです。スーパーでも 
文房具売場や生活用品の棚がガラガラになって、新生活を始める人が 
多いのだな、としみじみ感じます。また９月は劇場の新しいシーズンの 
始まりでもあるので、早速色々なチケットを予約しています！ 
研究に観劇に、今年も生き生きと頑張ろうと思います。 
次回は、こちらのホストクラブ、パリ・アカデミーR での模様をお届けでき
ればと思います。           大谷 理奈 

 

 

＊幼児期の教育 幼稚園・保育園・認定こども園 
 
小学校教育    

 

 

 中学校教育 
＊幼稚園 ・保育園 ・認定こども園と小学校との交流連携 
 ・招待から交流給食へ   ・小学校教諭の保育体験 
＊小学校と中学校との交流連携 
・陸上練習での交流  ・児童生徒の共同作業  ・部活動体験 
・乗り入れ授業  中学校教員が小学校に出向き 6年生の授業を定期的に行う 

＊「親の学習」講座と「子育て講演会」 
  幼児期の教育 
 
小学校教育 

 
 中学校教育 
 
・地域向け事業ＰＲリーフレットとポスター   ・研究発表会の周知 

＊子ども教育連携の取組これまでの成果 
   ・規則正しい生活習慣が身についていると感じている保護者の割合 
今年度4月から市内11校の中学校区で小中一貫教育を進めています。どのようなものかと言いますと、我々は連
携から一貫へという事で一貫というのはその中学校で目指す子ども像、このような子ども達に育てたいという目標
を掲げます。この目標に向かって小学校・中学校・幼稚園・保育園も含めて標準カリキュラムを作りまして特に小
学校・中学校 10年間の一貫したカリキュラムを作りました。これに基いて 4月から小中一貫教育を進めてきたとこ
ろでございます。さらに来年 1 月になりますが 1 月 26 日には草加中学校で幼稚園・保育園・小学校・中学校の一
貫教育の研究発表会をする予定でございます。これは県内外だけでなくかなり広い範囲にＰＲをしているところで
ございます。今まで全国的にも幼保小の接続・小中の取組は結構行われています。或いは小中一貫教育も結構
全国各地で進んでいます。しかし幼保小中の一貫教育というのは全国的に見ても稀です。この事業を始めた中か
ら 3 年間で全国に自治体から草加市教育委員会に 20 くらいの自治体から視察があります。宮崎・高知・島根など
20 の自治体から来る予定です。総選挙もありますが、その中で幼児教育の無償かを政府は掲げています。幼児
教育がいかに重要かにだいぶ焦点が国の方も行っています。それをいかに小学校・中学校教育につなげていくか
という事です。日本の教育の素晴らしさは何かというと、義務教育が素晴らしいです。北海道から沖縄まで同じ学
習指導要領教育プログラムに則って、同じ教員の配置基準でどこの市町村も一定水準の教育が出来ている。こん
な国はありません。それがあったからこそ日本の教育は進み、日本の財産は「人」だと自然資源は十分ではない
が人材だというようなことを言われています。草加の場合は 0歳から 15歳までの 
教育を一貫教育とみなしそこに標準カリキュラムを作り保護者や地域の方々に 
応援をしていただき、義務教育でしっかりした子ども達を育てそこからそれぞれの 
夢に向かって成長し願っては自己実現とともに社会の街つくりの一員となるような 
人材に育てていくこれが私たちの大きな使命かと思っているところでございます。 
最後によく言われる言葉ですが、「教育の道は家庭の教えで目を出し、学校の教 
えで花が咲き、地域の教えで実がなる」学校・家庭・地域が一緒になって子ども達 
を育てていく、このことなしには無しえないことかと思います。私は草加の教育を 
預かっていますから子ども達にはふるさと草加に誇りを持ち、いずれ大人になって 
草加の街つくりのさせるような一員になって欲しいと願っているところでございます。ありがとうございました。 

教育課程の違いからくる段差  
【例】 ・自発的な「遊び」や「生活」 ・時間的にもとづく生活 

 
教育課程の違いからくる段差   
【例】 ・学級担任制から教科担任制  ・部活動の先輩・後輩の人間関係 
    ・専門性ｊの高い学習へ 

 

親が親として力をつけるための講座  ・市内全ての小中学校で実施 

 

これから親になるための講座  ・市内中学校で順次拡大して実施 

 

子育て講演会 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月 26 日 ニコニコＢＯＸ 

金額 23,500 円 累計 247,000 円 

９月 26 日  出 席 報 告 

会員総数 40 出席 １９ 

出席免除  5 ＭＵ ５ 

出席適用 35 出席率 68.57 

今後のプログラム 
10/10  卓話  来栖勝幸会員     レセプション 

10/17  米山について          レセプション 

10/24  卓話  福本孝昭会員     レセプション 
          
 

幹事報告   飯山英彦 幹事 

皆さんこんばんは、幹事報告です。 
＊ガバナー公式訪問例会の日程、再度の確認で
す。  11月 27日は月曜日です。お間違えのな
いようお願い致します。 

 

金杉 光左生様 いつも世話になっております。本日もよろしくお願いいたします。 
谷口  顕様  本日はよろしく。 
木内 賢治様  本日はお世話になります。 
伊藤 信男様  本日はお世話になります。素晴らしい例会場ですね。 
富永  悟会長 本日は教育長の高木様・教育委員会子ども教育連携推進室嶋田室長卓話ありがとうございま

した。川口北東ＲＣ木内会長・伊藤国際奉仕委員長、川口北ＲＣ谷口会長ようこそいらっし
ゃいました。 

飯山 英彦幹事 教育委員会教育長高木宏幸様卓話ありがとうございました。八潮みらいＲＣ金杉様、川口北
ＲＣ谷口様、川口北東ＲＣ木内様・伊藤様ようこそいらっしゃいました。 

池田 国雄会員 高木教育長の卓話楽しみにしています。 
牛山 信康会員 我が家の番犬タローがおりから逃げてしまいました。一晩経ってから雑草に気づき早速保健

所に届けたら何人かの目撃情報があったそうでしばらくして草加警察から保護されている
連絡がありました。すぐに草加警察に受け取りに行ったのですが私の身元確認や犬の特徴な
ど散々聞かれたあげくようやく引き取れました。人騒がせなタローでした。 

大久保雄司会員 高木教育長卓話ありがとうございます。 
川井 大輔会員 草加市教育長 高木宏幸様たくわありがとうございます。谷口顕様圧しさしぶりです。おき

ゃくさまようこそ。 
河井 孝夫会員 高木教育長卓話宜しくお願い致します。 
勝浦 雅和会員 高木教育長、卓話ありがとうございます。ちなみにこんな私も県立川越専門校で講師をして

おります。良いんでしょうか。 
加藤 芳隆会員 高木宏幸教育長卓話を宜しくお願いします。 
篠宮 時雄会員 高木教育長、卓話ありがとうございます。 
関   洋会員 教育長の話楽しみにしています。夏山（富士山・北アルプス八ヶ岳）と登り、９月１６日槍

ヶ岳で風速 30ｍ以上の風にて遭難寸前までなりました。 
高橋 昌夫会員 高木教育長、卓話ありがとうございます。 
田中 和郎会員 高木宏幸教育長、卓話ありがとうございます。衆議院の解散総選挙が決まりました。 

早速今日電話で世論調査がきました。 
二階堂祐司会員 週末娘と旅行に行ったのですが親と一緒だとおつもお金を持ってこない。さすがにお土産代

くらいは持っているだろうと思ったのですがお財布には２円しか入っていませんでした。社
会人としてこれでよかったのでしょうか？ 

長谷部健一会員 草加市教育長の高木宏幸様、本日は卓話をよろしく・伊藤様ようこそお越し下さいました。
お願いいたします。八潮みらいＲＣ金杉様川口北ＲＣの谷口会長、川口北東ＲＣの木内会長 

森  勇一会員 本日はご多用のところ、草加市教育委員会高木宏幸様委員長ご来訪ありがとうございます。
教育長の卓話を楽しみに来てまいりました。 

渡辺美和子会員 高木教育長ようこそ、卓話楽しみにしております。 
来栖 勝幸会員 草加市教育長高木宏幸様、本日は卓話を宜しくお願いします。 
 

ゴルフコンペについて     

山口昭人 キャプテン 

第 1回 ゴルフコンペを 10月 4日（水）、場所は千

葉カントリークラブ 野田コースで第 1回富永・飯山

杯を開催いたします。皆さんのご参加を宜しくお願

い致します。当日の天気をお祈りして過ごしていき

たいと思います。 

牛山信康 副キャプテン 

 ご参加の皆さんには組み合わせ表が言っていると

思いますので確認して下さい。ハンデに誤りがあり

ましたので一部修正しました。 

皆さんと楽しくやりたいと思いま 

すので宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

宿場まつり 

10月 1日（日）に宿場 

まつりが開催され 

パレードに参加しました。 

 

≪参加者≫ 

富永会長・飯山幹事 

会田会員・田中会員 

佐々木ガバナー補佐 


