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202２年６月２４日（金） 第２８７９回例会 形式：対面 天候：くもり 合唱：それでこそロータリー 

会 長 室伏 学  幹 事 望月博文 

事務所：神奈川県足柄下郡湯河原町宮上 566 湯河原温泉観光協会内 TEL 0465(64)1234  FAX 0465(63)1716 

例会場：ニューウェルシティ湯河原 例会日：毎週金曜日 12:30～13:30 

お陰さまで、2021～22 年度の最

終例会を迎えることが出来ました。今

回も国際奉仕委員長会議の内容につ

いて、続きをご報告いたします。今回

で 5回目です。 

今回は横浜国立大学非常勤講師

の「嶽肩 志江（たけがた ゆきえ）」先生による「かながわに住

む外国につながる子どもたちと家族に必要な支援」について

です。「外国につながる人（子ども）」とは、外国籍の方、および、

日本国籍を持っているけれども外国にルーツのある方など、

日本以外の国や文化に何らかのつながりを持つ方を指します。

一般的に、生活言語能力取得は1～2年、学習言語能力取得

には 5～7 年掛かるそうです。おしゃべりはできるが勉強につ

いていけない子どもたちが多く存在します。外国につながる子

どもたちを取り巻く課題として、日本語での会話は流暢でも勉

強についていけないという状況があります。親子で言葉が通

じなくなり、コミュニケーションできないことも問題です。日本語

教育だけでなく、母語も大切です。親の母語や母文化に否定

的な態度をとる場合があるそうです。また、言葉、文化の違い

がもたらす負の環境は、いじめや不登校につながってしまいま

す。高校進学や就職の困難、高校中退率や非正規雇用率の

高さも問題です。外国籍の子どもは義務教育の対象外です。

不就学の子どもは 2万人と言われています。特別支援学級で

学ぶ外国につながる子どもは日本人の子どもの 2 倍です。日

本語のためか、知的障害や発達障害のためか、見極めが難し

いとのことです。今、外国につながる子どもたちや家族のため

に必要な支援として、人的支援、知的支援、物的支援、経済的

支援などが挙げられます。外国につながる子どもたちの学びと

暮らしを守り、彼らが日本社会の一員として、活躍できる人材

に育つようにしていきたいということです。 

当クラブがすぐに具体的に協力することは容易ではありま

せんが、今後何らかの形で支援することが出来たら素晴らし

い、と考えております。 

 

連絡事項 

１．7 月の例会は、1 日は休会（規定）、８日、15 日、22 日、２９

日は通常例会です。 

 

出席報告 

 

会員 2３ 名 出席率 ７７．２７ ％ 

欠席 ６ 名 前回の修正出席率 ８１．８２ ％ 

（免除者  １ 名） 前々回の修正出席率 ７５．００ ％ 

ゲスト ０ 名 事前メークアップ ０ 名 

ビジター ０ 名    

 

幹事報告 なし 

 

スマイルＢｏｘ 

 

入会記念日 西山敦君（２６年・Ｈ８．６．２８） 

石田浩二君 

５月２７日、当社フォレストの事業報告会を開催いたしました。 

石田浩二君 

６月３日、東京消防庁保有の保養所グリーンパル湯河原が、

当社運営にて再オープン致しました。 

高杉尚男君 

この度神奈川県宅建協会の関係団体の監査役に就任いたし

ました。 

望月博文君 

先月、２０２２ベンツカップ地区ゴルフ大会、横浜カントリーで優

勝してしまい、８月に北海道小樽カントリーで日本決勝大会に

招待されました。優勝できれば世界大会ドイツです。大変なこ

とになってしまいました。 

吉村行正君 

６月４日日曜日、４年ぶりにグラウンドゴルフ大会をとどこおり

なく執り行うことが出来ました。 

吉村行正君 

初めての家族慰安旅行、彼女も楽しく過ごすことが出来よろ

こんでいました。ありがとうございました。 

葉維英君 

この度開催する「二胡演奏会」にクラブよりご支援を頂き、あ

りがとうございます。当イベントは外務省より日中国交正常化

５０周年行事として認定されました。うれしいことです。 

 

会長挨拶 
 

室伏 学 
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葉維英君 

中国大使館第８回大使杯中国語コンテストの審査員に選ば

れました。光栄です。 

青木義美君 

過日、家族親睦旅行はありがとうございました。特に添乗員の

石田さんご苦労様でした。家内も満喫してました。 

平間章弘君 

水・木と静岡（浜松）愛知と旅行に行ってまいりました。 

室伏学君、望月博文君、平間章弘君 

一年間ありがとうございました。 

西山敦君 

６月３０日は夏越の大祓の日です。五所神社では茅の輪を設

置しました。各自で茅の輪くぐりをして厄を祓ってください。五

所神社では６月２６日に夏越大祓の神事を行います。どなたで

も参列できますので皆様よろしかったら参拝して半年間の罪

汚れを祓って下さい。 

２０２１～２０２２年度最終例会なので全員でスマイル。 

 

クラブ協議会 

 

202１～2２年度 会長 室伏 学 

2021～22 年度の最終例会と

なりました。望月幹事はじめ会員

の皆様、および、事務局の髙橋さ

んに、心よりお礼申し上げます。1

年間、大変お世話になりました。思

い返すと、山本明峰前会長の突

然の退会を受けての衝撃のスタ

ートでした。また、前々年度、平間

会長年度から今尚続く、終始コロナ禍での活動となりました。

とはいえ、今年度のシェカール・メータ  RI 会長のテーマ

「SERVE TO CHANGE LIVES」（奉仕しよう みんなの人

生を豊かにするために）に基づき、奉仕と親睦を大切に考えて、

様々な活動に取り組んで参りました。 

昨年 7 月時点で、神奈川県は「まん延防止等重点措置」で

したが、当例会場「ニューウェルシティ湯河原」が静岡県熱海

市なので、7月 30日のガバナー公式訪問も、例年通りに湯河

原芸者を交えての懇親会を開催いたしました。 

その後は、「緊急事態宣言」、「まん延防止等重点措置」等

の状況を考慮しながら、一部の日程で休会にしたり、会食を避

けてお弁当の配布にしたり、という対応を取りました。第 2780

地区や第９グループの会議、および、他クラブの例会ではオン

ラインの ZOOMが用いられることもありました。また、前年度

は一部の理事会や山本前会長の挨拶にオンラインを取り入

れたこともありました。しかしながら、必ずしも通信環境に恵ま

れた地域ではありませんし、親睦を最優先とする当クラブには

相応しくないということで、今年度の当クラブ内ではオンライ

ン会議を一度も採用しませんでした。これに関しては、様々な

お考えがあるでしょうが、ご理解いただきたいと思っております。 

10 月 8 日には、湯河原中学校前（湯河原駅入口交差点）

設置のモニュメント「四季彩の塔」の下草刈りを行いました。ま

た、翌日 10月 9日は第 9グループ「世界ポリオデー」として、

湯河原駅前で「ポリオ根絶募金活動」を実施し、箱根神社で

の「ポリオ根絶・コロナ終息祈願祭」に参加しました。 

１２月９日には、友好関係を締結している、国際ロータリー第 

２６１０地区 立山ロータリークラブさんを訪問しました。本来の

目的は 3月 25日に予定していた「創立 60周年記念式典お

よび祝宴」へのお誘いでしたが、実現出来ず、とても残念です。 

また、「創立 60周年記念事業」として、電波時計を「四季彩

の塔」付近に設置し、湯河原町に寄贈いたしました。4 月 22

日には、当クラブゆかりの旧「天野屋」さん、「エクシブ湯河原

離宮」において、平松礼二名誉会員ご夫妻、田島ガバナー、木

村ガバナー補佐をお迎えして、「創立 60 周年記念例会」を開

催することが出来ました。髙杉実行委員長はじめ、ご尽力くだ

さいました皆様に感謝申し上げます。 

4月 13日には、「第 9グループ奉仕デー」と称して、午前に

は小田原城クリーンアップ大作戦、午後には合同例会が開催

されました。ご協力およびご出席、ありがとうございました。 

今年度、当クラブは会員２４名でスタートし、葉会員と吉村

会員をお迎えして、一旦は２６名になりましたが、佐東丈介元

会員ら 3名の終結により２３名で年度末を迎え、純減 1名とな

りました。会員増強に関してのお考えは第 2780 地区でも

様々です。私の個人的な見解ではありますが、量よりも質、人

数よりもお人柄を大切に考えて、会員増強に励みたいと思っ

ております。４月以降の最後の３か月は新クラブ騒動に追われ

ましたが、私なりに全力で対処いたしました。お力添えください

ました、伊藤会員、髙杉会員と望月幹事に、感謝申し上げます。 

１年間に渡り、私の拙い会長挨拶にお付き合いくださいまし

て、皆様、本当にありがとうございました。 

 

2022～23年度 幹事 室伏 学 

2022～23年度、私は 3回目の幹事を務めます。会長を務

めた翌年度の幹事も、3 回目の幹事も当クラブ史上初という

ことで、張り切っております。次年度の青木会長を全力でサポ

ートして参りますので、皆様からのご理解とご協力もよろしくお

願いいたします。 

また、8 月 26 日のガバナー公式訪問、および、7 月 22 日

のガバナー補佐訪問に向けて、地区、ガバナーへの質問要望

等を 5 件求められております。会員歴の短い順で 5 名の方

（丸塚順子会員、石川浩子会員、常盤孝司会員、葉維英会員、

吉村行正会員）に既に E メールでお願いしておりますので、今

月中を目途にご回答ください。 

尚、来週 7 月 1 日は休会、理事会および年初例会は 7 月

8日になりますので、よろしくお願いいたします。 

 

（編集 ６月会報担当：常盤孝司／クラブ会報委員会） 




