
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

本日のプログラム 
2022 年 3 月 16 日 (水) 

通算第 3000 回例会 

本年度 第 26 回  

場所 瀬戸商工会議所 

例会次第 
・開会点鐘 

・「四つのテスト」 

・出席状況 

・会長挨拶 

・誕生日・結婚記念日祝福 

・報告事項 

・委員会報告/その他の報告 

・卓話 

会長エレクト 牧オサム君 

「ＰＥＴＳ報告」 

 

 

 

 

   

 

    
 

 

 

第２９９８回例会 会長挨拶 鈴木政成君 
 

２０２２年３月１６日発行  第２８１7 号    

瀬戸ロータリークラブ会報 
２０２１～２０２２ ＲＩ.２７６０地区  

前回例会 記録 
2022 年 3 月 2 日第 2998 回例会 
・場所 瀬戸商工会議所 

・出席報告 55 名 出席会員 39 名 

当日出席率 70.9％ 

・行事 
・2021学年度米山奨学生 タイ・リンさん

へ 3月分奨学金授与 

・次年度地区出向者 委嘱状授与 

加藤陽一君・・・・地区諮問委員会 委員、

地区立法案審議委員会 委員 

高橋信郎君・・・・地区社会奉仕委員会 

委員 

田中靖達君・・・・地区学友委員会 委員、

地区危機管理委員会 委員 、地区ＷＦＦ

実行委員会 委員 

澤田武憲君・・・・地区ＲＹＬＡ委員会 委

員 

・本人誕生日 

    山本英雄君 井上伸也君  

    加藤克弘君 

・ご夫人誕生日 
    寺田悟君ご夫人典枝様 

    亀井勝君ご夫人イツ子様 

    藤井源成君ご夫人扶貴子様 

    井上伸也君ご夫人美穂様 

    刑部祐介君ご夫人由美子様 

    加藤捷君ご夫人美智子様 

    田中靖達君ご夫人沙代子様 

・結婚記念日 
    岡村肇君 

・卓話 
 瀬戸市教育政策課 

専門員兼指導主事 加藤篤様 

「瀬戸市が取組む小中一貫教育について 

～にじの丘学園を例に～」 

 

 

 

 

皆さん、こんにちは。本日の例会は 2998 回

本年度 24 回目の例会でございます。まず、

はじめに、本日のゲストの紹介をさせていただ

きたいと思います。瀬戸市教育委員会教育政

策課専門員兼指導主事 加藤篤様でございま

す。後ほど、卓話をよろしくお願いいたしま

す。もう一人のゲストは、２０２１学年度米山奨

学生タイ・リンさんです。タイ・リンさんは今日

が最後の例会参加となります。後ほど、スピー

チをお願いしたいと思います。さて、この一週

間、コロナの話よりロシア、ウクライナの軍事侵

攻の話でもちきりであります。私は、ウクライナ

と聞いて思いうかぶのが、屋根の上のバイオリ

ン弾きやソフィア・ローレンのひまわりという映

画のひまわり畑がウクライナだったことを思い

出します。ソビエトや西側諸国の間に入って、

色々な歴史の渦中のことをテーマとしたそれ

ぞれの映画だったと思います。しかしながら、

今、この軍事侵攻により沢山の人達が国を逃

げ出すこの状態は、今世紀最大の難民が生

じるだろうと言われています。私達ロータリー

クラブも、世界平和の推進、人道的支援に取

り込む立場から、どのようなことになっていくか

予断を許さない状況で、課題がまた一つ増

えるのではないかと思う次第でございます。

さて、今年度も 3 月になりますと、残すところ

３分の 1 となりました。しかし、オミクロン株の

衰えてくることないこの状況の中、まん延防

止等重点措置の延長を大村知事が政府に

要請しました。これからの 3 月、4 月は本来

ですと、今年度の事業の山場でしたが、中

止やら WEB 配信など、形を変えて行わざる

おえない状況です。直近の 3 月 12 日の

IM は WEB 配信でございます。こちらは例

会扱いで全員登録をいただいておりますの

で、全員出席となります。引き続いて、３月

19 日の奉仕プロジェクト事業「瀬戸っ子＠

夢をかたちに」のリアル開催は中止になり、

映像配信となります。こども陶芸展の作品を

CG 化したものや、アワード作品の映像配信

を、各小学校へ教育委員会を通じてお願い

することで進めております。３月 24 日の会

員交流会は、まん延防止等重点措置等がど

こまで延長されるかなどがはっきりしましたら

皆さんにご連絡したいと思います。４月９日、

10 日に開催を予定しておりました、諏訪ロ

ータリークラブとの交流会は中止となりまし

た。その後の、4 月 23 日、24 日のWFF は

リアル開催の予定で動いておりますので皆さ

んご参加ください。今回は 2998 回、2,999

回は IM が例会ですので、次回 3 月 16 日

にこの場所で皆さんと顔を合わせます例会

は、記念すべき 3000 回例会でございます。

誠に残念でございますがパーティーとはまい

りませんので、集合写真を撮って皆さんと

3000 回の例会のお祝いと考えております。

是非、皆さんのご出席を願って、一緒に

3000 回例会の写真に納まりたいと考えてお

ります。よろしく、ご協力お願いいたします。 

 

例会予定 
 

3 月 23 日（水） 
休  会 

 

3 月 30 日（水） 
担当：クラブ戦略委員会 

 

4 月 6 日（水） 
瀬戸警察署 署長 小﨑文子様 

「市民と警察の連携」 
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;etラム 
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ニコボックス報告 
2022 年 3 月 2 日例会 
瀬戸市教育政策課 加藤篤様の卓話を楽しみにしています。宜し

くお願いします。会長 鈴木政成、幹事 松本哲也 

誕生日を祝っていただきありがとうございます。山本英雄 

今年も仲良く夫婦そろってお祝いいただきありがとうございます。

井上伸也 

1 ヶ月欠席しておりました。その間の 2 月 3 日に家内の誕生日を

祝って頂きありがとうございました。寺田悟 

嫁の誕生日を祝っていただき感謝です。亀井勝 

女房の誕生日を祝って頂きありがとうございました。藤井源成 

妻の誕生日をお祝いいただきありがとうございます。井上伸也 

妻の誕生日をお祝いただきありがとうございます。刑部祐介 

妻の誕生日を祝って頂きまして有難うございます。加藤捷 

妻の誕生日を祝って頂きありがとうございます。田中靖達 

達結婚記念日をお祝いいただきありがとうございます。岡村肇 

タイ・リンさん、1 年間おつかれ様でした。今後は瀬戸 RC 学友会

のメンバーとしてガンバって下さい。青山稔 

伍春の加藤克己君、ありがとうございました。加藤眞言 

瀬戸市教育政策課 専門員兼指導主事 加藤篤様の卓話を楽し

みにしています！ 

青山貴彦、青山稔、井上博、大竹一義、大原道夫、刑部祐介、勝

谷哲次、加藤捷、加藤唐三郎、加藤光哉、加藤太伸、加藤令吉、

金谷康正、亀井勝、草野真吾、鈴木光彦、高橋信郎、玉井徹、牧

オサム、増岡錦也、松村晋也、山口記由、山本英雄 

卓 話 

;etラム 
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瀬戸市教育政策課 

専門員兼指導主事 加藤篤様 
「瀬戸市が取組む小中一貫教育について

～にじの丘学園を例に～」 

 
 

皆さん、こんにちは。瀬戸市教育政策課専門員兼指導主事の加藤

と申します。よろしくお願いいたします。また、日頃よりロータリークラ

ブ様には、様々なところでお支えいただきありがとうございます。 

 まず、私の自己紹介ですが、学校に勤務しておりましたが、その

後、文部科学省に 2年間勤めました。文科省では学校で何を教える

かの学習指導要領の作成や各都道府県にどういったことを伝えれば

よいか、周知をさせるといったことをしておりました。2020 年に瀬戸市

に戻り、現在の職に就いております。 

 今、子どもたちが未来をどう生きるかが問われているところです。ど

ういう生き方をすればいいか、或いは活躍していくのかということが非

常に問われている時代であると思います。混沌とした時代です。ウク

ライナへの侵攻状況ですとか、新型コロナのことなどの先行きが見通

せない中で、子どもたちはどうやって活躍していくか、社会でどのよう

に生きていけばいいのか、ということが教育に問われていると思いま

す。その中で、平成 28 年に学習指導要領の改定がありました。そし

て、今回の改定は戦後始まった学校教育から大きな転換点となると

ころです。簡単に言うと、「何ができるようになるか」「何を学ぶか」「ど

のように学ぶか」の三つです。柱は「何ができるようになるか」というこ

とを中心に教育は考えていくべきということで議論がなされていま

す。具体的には学びが変わっていきます。これまでの学校教育は

「言われたらやる」とか「失敗したくないなあ」とか「決まっているから

やる」とか「友達が言っていたからやる」、「先生がどうしてほしいのか

な」というところから始まっています。いわゆる先生の正解を当てる学

びだったところから、これからの教育は何だろう、面白そうとかやって

みたいという一回失敗するかもしれませんが、でもそこから得るもの

は何だったのかという自分たちで正解を探す、といった学びになって

いきます。これからの教育は、先生すら正解を知らないようなわから

ない問いに取り組んでいき、子どもたちはどうやって学んだらいいの

かを考えていく、そういったことが教育には求められていますし、教

育界ではそのように進んでおります。具体的には GIGA スクール

構想で、今、子どもたちは一人一台 iPad を使っています。プログラ

ミング教育も入っております。外国顔は小学３年生からやっておりま

す。過去の学校教育とはかなり違ってきています。今の子どもたち

は 20年後、30年後を見据えた学びを進めています。 

瀬戸では何を目指しているかというと、小中一貫教育を目指して

います。具体的には、にじの丘小学校、中学校を令和 2 年 4 月に

作りました。小中一貫併設型の学校、つまり小学校と中学校が一緒

になった学校を作っております。これにつきましてはビデオを見て

もらった方が早いと思いますので、映像を流させていただきます。 

今、箱は素晴らしいものができました。これからは中身ですが、

先ほど郷土愛の醸成というものがありましたが、これからの教育に

は先生の力だけではなく、地域や PTA、家庭、大学、企業や NPO

といった様々な方の力がないと、未来に生きる子どもたちの力をつ

けていくことはできないと思います。そのためにもぜひ皆様方のお

力をお貸しいただければと思っております。そして、余談になります

が、適正範囲、適正配置の件で、広陵中学校区につきましても原

山小学校、萩山小学校、八幡小学校を再編し、分離型の小中一

貫校というものを作れないかと現在検討を重ねております。こちら

についても、ぜひお力をお貸しいただけたらと思います。以上で私

の説明は終わらせていただきます。ありがとうございました。 
 

米山奨学生 タイ・リンさんお別れの挨拶 

 
皆さんこんにちは。今日が最後です。大変お世話になりました。

２０１９年に日本に来て３年になります。この間多くの人、友人、に出

会い、勉強し、色々ショックを受け、日本は私の生活の一部になり

ました。日本が大好きです。そして私の生活はロータリーと出会っ

て大きく変わりました。まず金銭的な不安がなくなりました。そして

例会とか飲み会とか大会とかに参加し皆様と接触するたびに優しく

相談に乗って頂き、奨学生になれて本当に良かったと思いました。

ロータリーの考えの通り両国の懸け橋になり、友好の絆、国際親善

に尽力していきたいです。この一年は短かったですが、楽しい日々

でした。皆様の笑顔を心に残したいと思います。どうかわたしを忘

れないでください。心より感謝いたします。米山終了後も未熟な私

をよろしくお願いします。本当にありがとうございました。 

 
 


