
■ ニコニコ箱
・今井さん、卓話よろしくお願い致します（中）
・今井会員、本日の卓話よろしくお願いします
　（杉本）
・今井さん、本日卓話よろしくお願いします
　（瀧谷）
・うれしい事がありました（籔野）
・欠席のおわび（今井）
・早退のおわび（藤野）

累計
ニコニコ箱合計

102,000円
21,000円

榎本（7/25 和泉南ＲＣ）
根尾（7/24和泉ＲＣ）

■ メークアップ

○本日例会終了後、親睦活動委員会を開催しま
　す。
○8月23日（金）納涼例会は午後7時よりホテル
　きららリゾート関空になりますのでおまちが
　えのないようよろしくお願い致します。
　（今井　克範　親睦活動委員長）
○8月12日（月・祝）南大阪聖書教会にて献血等
　がありますので、参加よろしくお願い致しま
　す。記念品をたくさん準備して頂きましてあ
　りがとうございます。

○8月15日（木）ＦＭいずみおおつで20時～ 21
　時公開放送を多目的ホールでさせて頂きま　
　す。お盆の夜ですがご都合がつかれる方はぜ
　ひご参加下さい。
　（川端　徹　社会奉仕部門理事）

委員会報告

幹事報告　　　　   杉本　憲一　幹事

だったので池には睡蓮が花をつけ、モネの絵を
見ているようでした。モネは半生をこの庭と共
に過ごし、「睡蓮」という名画を残したのです。
　パリに戻り、数年前にも見学したことのある
オランジュリー美術館を再び訪れ、モネの「睡
蓮」をゆっくり見ますと以前には全く感じな
かった感動を受け心が清められるようでした。
　診療の合間の束の間の心に残る良い旅でし
た。

■ ビジター なし

■ 出席報告 会員数41名 出席免除0名

87.80％

月日 出席率出席数 欠席 補充

8/9 34名 7名 ― 82.93％

7/26 34名 7名 2名

○8月のスケジュールですが、8月16日（金）は定
　款の規定により休会。8月23日（金）はホテル
　きららリゾート関空で午後7時より納涼例会
　ですので、おまちがえのないようお願い致し
　ます。8月30日（金）の卓話は川端会員に変更
　になっております。
○10月10日（木）地区大会記念ゴルフ大会の参
　加状況ですが、まだお声をかけてない方がい
　らっしゃると思いますので、又お声をかけさ
　せて頂きますのでよろしくお願い致します。

今週の例会（2019年8月23日）

■ プログラム

■ 祝　誕生日
なし

・9月6日：ガバナー公式訪問
・9月13日：クラブフォーラム（社会奉仕）
・9月20日：卓話担当　釜野　典子　会員

8月30日：卓話担当　川端　徹　会員

納涼例会

■ 今後の予定

四つのテスト

■ 今月のロータリーソング
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ロータリーは世界をつなぐ
2019-2020　ＲＩ会長 マーク・ダニエル・マローニー　泉大津ロータリークラブ（創立1956.5.4）

海はひろいな　　大きいな
　　　月がのぼるし　　日がしずむ
海にお船を　　浮かばして
　　　行ってみたいな　　よその国

海
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週報　第3042回
会　長　中　　 透　副会長　上田 秀朗
幹　事　杉本 憲一　ＳＡＡ  瀧谷 　達

例会場　　ホテルレイクアルスターアルザ泉大津
T E L　　 0725-20-1121
例会日時   毎週金曜日 12：30～13：30

泉大津ロータリークラブ

今月の歌

■ 次週のプログラム

■ 先週の例会
会長の時間

中　透　会長

卓話担当
今井  克範  会員

　今年もパリは暑いようですが、この時も38℃は
当たり前の酷暑で、パリは普段涼しいのでエアコ
ンがあまり効かなくて高級ホテルなのに大変な思
いをしました。
　メトロを使ってパリはどこにでも移動できま
す。モンマルトルの丘にある白亜のサクレクール
寺院から一望できるパリの街、絵描きの集まる街、
プチトランというトラムでの坂道の周遊、近くに
あるムーランルージュ全てがパリです。
　モンサンミッシエルに向かう途中にあるジヴェ
ルニーで印象派で有名なクロード・モネの庭園を
訪れました。アトリエ、邸宅には浮世絵が所狭しと
展示され、モネが日本に興味を持ち、影響されてい
たことを知りました。
　ノルマンディーの囲い庭といわれる庭園は沢山
の草花が咲き乱れ、配置もどこを取り上げても絵
葉書のようで、素晴らしさに暫し動けませんでし
た。
　囲い庭を抜けると隣に人工池、日本橋と竹藪で
光の空間を取り込んだ日本庭園があり、丁度夏期

モネの「睡蓮」
　以前は休みにはよく家内と海
外に出かけました。8年前の夏は
モンサンミッシエルが見たくて
フランスのノルマンディー地方
に旅行しました。

先週のプログラム

今私が地域で取り組んでいるコミュニティスクールについてお話ししたいと思いま
す。今年から泉大津市の小津中学校区（小津中学校、上條小学校、条東小学校）の３学校
が、泉大津市のコミュニティースクールモデル校に選ばれ、取り組みを始めましたがそ
こに委員として活動しているので、その取組みの紹介と考え方や方向性を今日はお話
しして、関心をもってもらいたいと思い卓話をします。

この制度は、法律で定められた学校運営協議会制度に基づくもので、市の教育委員会管
轄の元、学校の方針や運営方法について協議をしていく会議体になります。この制度は
後程お話しします。

まずは、２０２０年に何があるか皆さんご存知ですか？来年は東京オリンピックの年ですよね。もうひとつ
全国的な大改革の年になるものがあります。それは、2020年の教育制度改革です。では、なぜ今教育が変わ
るのか共有したいと思います。

IZUMIOTSU　ROTARY CLUB 第3042回

「21世紀の社会を生き抜くために必要な能力は大
きく変わる。」と言われています。これは子ども達
だけの問題ではありません。例えば、

社会の変化として、「あと10～ 20年で49％の職業
が機械に代替される可能性があります」いわゆる
ロボット化のことですね。また、「アメリカでは
2011年小学校に入学した子どもたちの65％は、今
は存在しない職業に就くだろうと予測されていま
す。」更には、今後「約1/3の企業が外国人留学生を
採用し、大企業では2/3が割合的に増加する」とあ
ります。

こういった、先の予測しきれない変化の激しい時
代を生きる子どもたちを、社会の中で活躍できる
資質や能力を育成していかなければならないと思
います。それが、2020年の教育改革であり、学校や
家庭だけの問題ではなく社会全体の問題、課題に
なっているという現状を私たちは理解しないとい
けないと思います。

では、その教育改革では具体的に何が変わるので
しょうか。一つは、学校教育が変わります。今まで
は知識・技能の習得を主な学習としてその評価が
大きなウエイトを占めていました。これからは、知
識や技能の習得だけでなく、それをもとに「自分で
考え、表現し、判断し、実際の社会で役立てる」事が
求められるようになります。

育成を目指す資質、能力とはどんなものがあるの
でしょうか。知識・技能のほか、学びに向かう力・
人間性や、思考力・判断力・表現力などがあります。

そして、その能力を身につける為に「どのように学
ぶのか」について、「主体的・対話的で深い学び」を
取り入れた授業を実施せよとあります。いわゆる、
「アクティブラーニング」です。

アクティブラーニングとは、一方通行の授業から、
生徒自身が主体的・能動的に参加する授業・学習
の事を言います。このアクティブラーニングは、教
育改革の骨子でもあり、２０１２年度より提唱さ
れている考え方、手法であり、今まさに政府の方針
はこの教育改革を持って、全校がアクティブラー
ニングを取り入れた学校方針としなさいと言って
います。

来年の教育改革では、授業内容そのものが変わる
部分があります。小学校では英語が教科になり、高
校では探究学習を取り入れた「理数探究」などの教
科が付加されます。また、小学校では「プログラミ

ング教育」が必須とされます。

入試制度では、大きな改革として大学入試が変わ
ります。センター試験が廃止され、「大学入学共通
テスト」が導入されます。マークシートではなく、
記述式の試験も導入されます。

こういった来年以降大きく制度が変わっていく中
で、「社会全体の課題」と言った事は、学校や親だけ
の問題ではないという事だと思います。

では、私たちは今地域の一員として何をすべきな
のか考え、行動する必要があると思います。次世代
を担う子どもたちに向けて、このコミュニティー
スクールの役割はどうしていったら良いのでしょ
うか。

今年度泉大津市の小津中学校
区の学校方針には、概ね「主体
的・対話的で深い学びの実現」
という項目が中心にあります。
学校と地域をつなぐ役割で持
続可能な社会を実現していく
担いを持っていくのであれば、やはり子どもたち
が、これからの社会を生き抜くための実学として
学びは地域に開かれていかないといけないのだと
思います。その役割を学校運営協議会（コミュニ
ティースクール）が担う必要があると理解してい
ます。

それでは、このコミュニティー
スクールとはどのような制度
なのでしょうか。

概要としては、保護者や地域
住民が学校運営に参画する学
校運営協議会制度により、地域の力を学校運営に
活かす「地域とともにある学校づくり」を推進して
いく趣旨です。これによって、子どもが抱える課題
を地域ぐるみで解決する仕組みづくりや質の高い
学校教育の実現及び地域の教育力の向上を図るこ
とにあるということです。

この制度自体は、２００４年の地方教育行政の組
織及び運営に関する法律の改正により制度化され
て既に15年程経ち、全国では3万校程ある学校の
うち、3600校ほどが既に学校運営協議会制度を実
施しています。

では、学校運営協議会では何をするのか。学校運営
の方針に承認をしたり、学校運営に関して意見を

述べたり、教育委員会に意見を述べたりするとあ
ります。

学校運営協議会の委員は、校長の推薦する人員を
教育委員会が任命します。たとえば、ＰＴＡ役員、
保護者、地域団体、町会などの代表者が入ったりし
ます。図示すると学校と地域と家庭の真ん中に位
置するような感じになるでしょう。

今、コミスクの委員会を開催
し始めていますが、色々と課
題はあります。今すでに学校
が地域と連携している事もあ
る。学校や委員が取り組みを
すればするほど多忙になり、
継続が難しくなるのではないか等、種々出ていま
す。でも、今年は立上げたばかりなので、まずは目
的、方針を決めるにあたって、体験や実験的な活動
支援などを行おうとなっています。

やれば有効性が見えてくるだろう事もあり、今ど
のような取り組みにするのか継続審議中です。子
どもたちの自己有用感を高めるための活動支援
や、人間力の向上を図るキャリア教育も視点にお
いた学習支援と大きく二つに分けて考えていま
す。

他の学校の事例ですが、中学校の吹奏楽部が地域
へ出かけ演奏したり、職場体験学習として、実際に
働いてみる事や、職業講話などの社会で働く人に
学ぶ講座など、その他いろいろな取り組み事例が
あります。

地域のイベントに地域の人と交流しながら一緒に
体験をしたり、全学年あげて地域の方々と色んな
手法でコミュニケーションをとったり、対話する
という様な取り組みは数多いです。

こうした地域と学校がタッグを組んで取り組むこ
とにより、地域や保護者と学校が同じ土俵にのり、
学校と地域のつながりが深まったり、生徒の達成
感が高まったり、小中一貫教育を目指した連携に
よる円滑な接続が図られたり、一定の効果は得て
いるようです。

今後、私たちは地域の方々と連携し、「地域ととも
にある学校づくり」を実践して、子ども達の未来の
可能性を引き出し伸ばすとともに、私たち自身も
地域での生きがい、やりがいに繋げ輝いていける
ようにしていきたいと考えています。この様な取
り組みを今後継続して実施していきますので、皆

さまのご協力をまた、お願いしたいと思います。ど
うぞよろしくお願いします。ありがとうございま
した。

■泉大津フェスタ　2019

●献血受付数　45名
●採血数合計　37名
●献血率　　　82%

泉大津ロータリークラブ　後援

8月12日（月）酷暑のお盆休みの休日、南大阪聖書
協会（前会員古林寿真子牧師）に於いて献血（10時
～16時）が行われ、ロータリアンの皆様から献血
者へ沢山のお礼品の提供を頂き、皆さん大変喜ん
で帰られました。 お礼品の提供、心より感謝申し
上げます。有難うございました。 又、中 透会長、杉
本 憲一幹事、上田 秀朗副会長、外山 正明会員、渡
辺 万寿会員の皆様、休暇中にもかかわらず、応援
有難うございました。
　　　　　　　　　　　社会奉仕理事　川端　徹
　

会員名（敬称略） 品　　　名 数　量

栄養ドリンク（マムシグロン） 20本
50セット
10枚
20枚
26枚
24枚
10枚
20枚

155個

ピローケース（2枚入り）

アイマスク
カシミヤタッチ・マイヤーひざ掛け
毛布・ひざ掛け
Tシャツ
ディズニー　キャラクター毛布

ポケットティッシュ

櫻井　善章
杉本　憲一
寺田　敏也

西田　佳郎
松内　暲郎
南出　和成
森口　和信
（50音順）

泉大津商工会議所

テイジン・テビロン使用　暖汗健炎


