ロータリー２０２２～２０２３年度

みんなのロータリー、みんなでロータリー、
さあ！奉仕に出かけよう
第２８４０地区 ２０２２～２０２３年ロータリーのテーマ

館林ロータリークラブ会報
２０２２年９月１６日(金)

R.I 加盟承認 １９５８年６月２日
Club ID

１３９５６

第３１２０回例会報告（Ｎｏ，１０）
投票も始まりますので、是非ご利用していただければ

点 鐘・ソング

我らの生業

とおもいます。
そして今朝耳にした情報なのですが、東北自動車道

― 会

長

挨

拶 ―

の岩槻 IC-佐野藤岡 IC 間が、10/12 から 120 キロ規
制になります。皆様は制限速度を守って安全運転に心
掛けていただければと思います。
ただいま当ロータリークラブのグループ LINE に
この記事を配信させていただきました。今配信が来な
かった方は出来る限りグループ LINE に参加してい
ただけるとありがたいです。
本日もよろしくお願いいたします。

―お
上野

客

様―

館林市教育委員会事務局

和路 会長

学校教育課

教育研究所 教育課長 井戸

健二様

指導主事 鯉沼 大介様

皆さん本日も例会出席まことにありがとうござい
ます。
そして本日は館林教育委員会事務局の井戸様と鯉
沼様にいらしていただき、鯉沼様には後ほど卓話をい
ただけることになっております。よろしくお願いいた
します。
さて館林市議会選挙が 25 日(日)の投票日になりま
すが、当会には多田市長が在籍しております。やはり
市議会議員の協力が無いと、市政をスムーズに行えま
せん。皆さんの一票が、しいては多田市長のバックア
ップに繋がります。是非多田会員に協力してくれそう
な方に、清き一票お願いいたします。

― 会

25 日は館林名誉市民であり、元当ロータリークラ

務

報

告 ―
上野 和路

ブ名誉会員でもあり、現在当クラブの正田隆会員のご
尊父様である、正田宏ニさんの葬儀の日でもあります

Ｒ

４． ９．１０（土）野鳥の森園路除草
於・野鳥の森自然公園

ので、忙しい一日になると思います。
ですから 19 日からは館林市役所他において期日前

会長

参加者 上野 和路・根岸 利正・小池 和敏
長柄 光則・山本

樹

Ｒ ４． ９．１１（日）第３回ガバナー諮問委員会
参加者 宮内 敦夫

Ｒ

４．１０．１４（金）ガバナー補佐訪問

於・前橋商工会議所会館

於・ニューミヤコホテル館林

Ｒ ４． ９．１１（日）第３回ガバナー補佐・

Ｒ

４．１０．１４（金）第３回クラブ協議会

委員長合同会議

於・ニューミヤコホテル館林

於・前橋商工会議所会館
参加者 宮内 敦夫・山本

対象者 地区役員・地区委員・理事・役員

樹

各委員会委員長
Ｒ

今後の予定

４．１０．１６（日）ＲＬＩ研修セミナーパートⅡ
於・前橋商工会議所会館

Ｒ ４． ９．１７（土）
（公財）米山梅吉記念館
対象者 横田 善次・山本

秋季例祭

Ｒ

Ｒ ４． ９．１８（日）地区大会記念ゴルフ大会

４．１０．２２（土）地区リーダーシップセミナー
於・ティアラグリーンパレス

於・太田双葉カントリークラブ

対象者 上野 和路・根岸 利正・宮内 敦夫

対象者 飯塚 一成・石川 長司・井野口宗久

山本

小池 敏郎・田部井孝一・中世 吉昭
Ｒ

樹

樹

４．１０．２２（土）ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎晩餐会
於・ティアラグリーンパレス

Ｒ ４． ９．２４（土）第４分区Ｂ会長・幹事会
対象者 上野 和路・根岸 利正

対象者 上野 和路・根岸 利正・宮内 敦夫

於・しのづか陣屋

山本

Ｒ ４． ９．２５（日）正田醬油㈱相談役
Ｒ

故 正田 宏二 様 社葬

樹

４．１０．２３（日）地区大会

於・（大）太田市市民会館・
（懇）
【中止】

於・館林文化会館カルピスホール

Ｒ

Ｒ ４． ９．２５（日）ＲＬＩ研修セミナーパートⅠ

４．１０．２８（金）ガバナー公式訪問
於・ニューミヤコホテル館林

於・前橋商工会議所会館
対象者 横田 善次・山本

樹・毛塚

Ｒ

宏

４．１０．２８（金）第４回クラブ協議会
於・ニューミヤコホテル館林

小池 敏郎
対象者 ＜義務出席＞

Ｒ ４． ９．２６（月）館林市健康づくり推進懇話会
対象者 上野 和路

地区役員・地区委員・理事・役員

於・館林市保健センター

Ｒ ４． ９．２９（木）第１回ＩＣＴ推進委員会

各委員会委員長・新入会員

対象者 関井 宏一

（全会員出席推奨）

於・ガバナー事務所
Ｒ

Ｒ ４．１０． ２（日）米山カウンセラー研修会
対象者 小堀 良武

４．１１． ５（土）第２０回記念
ロータリー全国囲碁大会

於・前橋問屋センター会館

於・日本棋院本院

Ｒ ４．１０． ２（日）米山記念奨学セミナー
対象者

Ｒ

於・前橋問屋センター会館

４．１１．１０（木）上野年度
第２回親睦ゴルフコンペ

Ｒ ４．１０． ７（金）第６２回館林創意くふう

於・ゴールド佐野カントリークラブ

作品展表彰式
対象者 上野 和路

Ｒ

於・アゼリアモール

４．１１．２７（日）ＲＬＩ研修セミナーパートⅢ
於・前橋商工会議所会館

Ｒ ４．１０．１０（月）第３９回緑化フェスティバル
対象者 横田 善次・山本

苗木配布
対象者 長柄 光則

小池 敏郎

於・館林城ゆめひろば

Ｒ ４．１０．１０（月）令和４年度健康づくり推進大会
対象者 上野 和路

宏

小池 敏郎

於・米山梅吉記念館ホール

羽鳥 紫乃・矢島 孝昭・山本

樹・毛塚

於・三の丸芸術ホール

Ｒ ４．１０．１３（木）第４分区Ａ・Ｂ１０クラブ
親睦チャリティーゴルフ大会
於・太田双葉カントリークラブ
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樹・毛塚

宏

― 幹

事

報

【日 時】９月２４日（土） １２：３０～

告 ―

【会 場】しのづか陣屋
【登録料】無 料
【対象者】上野 和路・根岸 利正
※対象者欠席の場合は代理出席
◆（公財）ロータリー米山記念奨学会
「ハイライトよねやま ２７０号」のご送付
◆太田南ロータリークラブ
①地区大会記念ゴルフ大会組み合わせ表のご送付
【館林ＲＣ】御所之入スタート～天王
８組、９組、１０組

根岸

７：１０集合 ７：４９スタート

利正 幹事

②地区大会記念ゴルフ大会についての開催前最終連絡

１．例会場・例会時間の変更
２．会報、週報

・キャンセル、メンバー変更について

３．その他

・キャンセルされた方への対応について

◆ガバナー事務所

・ハーフコンペの結果発表について
◆館林市役所

①足立年度財務報告書のご送付
②米山カウンセラー研修会のご案内

①令和４年度複十字シール募金運動ご協力のお願い

【日 時】１０月２日（日）１１：２０～１２：５０

②令和４年度健康づくり推進大会開催のご案内

【会 場】前橋問屋センター会館

【日 時】１０月１０日（月・祝）
１３：００～１４：００予定

【対象者】小堀 良武
③地区リーダーシップセミナーのご案内

【会 場】館林市三の丸芸術ホール

【日 時】１０月２２日（土）１４：３０～１７：３０

【対象者】上野 和路
◆花と緑の館林づくり協議会

【会 場】ティアラグリーンパレス
【登録料】一人２，０００円

第３９回緑化フェスティバルへのご協力のお願い

【対象者】上野 和路・根岸 利正・宮内 敦夫

【日 時】１０月１０日（月・祝）

山本

（雨天決行・荒天中止）

樹

※クラブ対象者が欠席の場合、代理出席をお願いします

８：３０ 受付テント集合

④地区大会第懇親会中止のお知らせ

１０：００～１４：００ 苗木が無くなり次第終了

新型コロナの猛威はいまだ衰えず、感染者数も高止

【会 場】館林城ゆめひろば

まりをしているような状況下において、数百名の懇

【内 容】苗木配布

親会を挙行した場合に、皆様の健康に与える影響を

【対象者】長柄 光則
◆正田醤油㈱

考えると中止もやむなきと判断いたしました。

相談役 正田 宏二 様 本葬（社葬）のご案内

※本会議、前日のリーダーシップセミナー、ＲＩ会長

【日 時】９月２５日（日）

代理ご夫妻歓迎晩餐会は予定通り開催いたします。

第１部 葬儀及び告別式（ご招待者のみ）

⑤ガバナー公式訪問同行者のご連絡

１１：３０～１３：００

ガバナー 中野 正美 様
第４分区Ｂガバナー補佐

第２部 お別れの会（自由制）で献花のみ

飯田 知義 様

１４：００～１５：００

代表地区幹事 栁田 秀男 様
地区副幹事 小林

禎

【会 場】館林文化会館カルピスホール

様

※当クラブ一般会員は第２部になります。
◆第４分区Ｂガバナー補佐

ご香典、ご弔電、ご供花、ご供物は喪主様のご意

飯田 知義 様

向により不要です。

第４分区Ｂ会長・幹事会開催のご案内
3

例会出席報告

― 委員会報告 ―

通算３１２０回例会

＜入会３年未満会員アンケートのご連絡＞

会

員

数

５７名

出席率算出会員数

５４名

出 席 者 数

３２名

欠 席 者 数

２２名

出

59.26％

席

率

前前回修正

―
☆上野
クラブ研修常任委員会 小池

敏郎 常任委員長

87.04%～88.89％

ニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ ―

和路会長

大変頂きました

１０月より新入会員が決まりましたので！

入会 3 年未満の会員の皆様に、新入会員セミナーに関す

☆根岸 利正幹事

るアンケートをお願いしています。この回答を元にして

本日は館林市教育委員会、指導主事 鯉沼大介様の卓話、

より良い研修を準備したいと思っています。

大変ありがとうございます。

＜親睦ゴルフコンペのご案内＞

頂きました

楽しみにしております。

☆坂村

吉保会員

頂きました

先日は妻の誕生日に、きれいな花束ありがとうございま
した。

☆小池

敏郎会員

頂きました

皆様こんにちは、研修委員会から入会３年未満のアン
ケートが届いて居るかと思いますが、全員全回出席で
宜しくお願いします。

親睦活動委員会 中世 吉昭

委員長

―

卓

話

―

１２月１０日（木）に開催される上野年度第二回親睦ゴ
ルフコンペに多くの皆さんのご参加をお待ちしており
ます。また、９月１８日（日）に開催される地区大会記
念ゴルフ大会に参加される方、よろしくお願いします。

―出席・ニコニコ BOX 委員会―

紹介：プログラム・健康増進委員会
本島 克幸 委員長

齊藤

一則 委員長
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館林市教育委員会事務局 学校教育課

把握した上で、より一層の指導の充実を図るために

教育研究所 教育課長 井戸

毎年行っているものです。令和 2 年度は新型コロナ

健二様

ウイルス感染症によって、生活や環境が大きく変化
し、子供たちの行動等にも大きな影響を与えている
ことが調査結果として出ています。その中の長期欠
席について文部科学省は、児童生徒が病気や経済的
な理由を除き、登校したくても学校に登校できない
状況にあり、その欠席が 30 日を超えた場合、不登校
としています。その長期欠席において、登校児童生
徒は全国で 19 万 6127 人、過去最多の調査結果にな
りました。群馬県でも小学校中学校それぞれにおき
まして、不登校児童生徒は増加の傾向にあります。
本市の子供たちも二学期が始まり元気に通ってい

館林でも同様に増加の傾向です。

ます。コロナ禍で様々な行動制限等ある訳ですが、

教育研究所は、館林市の教育課題解決のために、

学校の方でもとにかくできることを一生懸命やって

教育相談や教職員の研修、保護者への啓発を推進し

いこうと取り組んでいます。

ています。その中で不登校に関わる内容、教育相談

子供たちを取り巻く環境は複雑化、多様化してお

という内容で 5 点お話します。

り、学校としても家庭と連携しながら、そして地域

まず１点目は子ども相談室の運営です。教育研究

の皆様方のお力を頂きながら、課題解決に向けて懸

所だけでなく、市の生涯学習課、青少年センターの

命に取り組んでいますが、なかなかすぐにうまくい

共同運営で行っています。実際に、研究所に来て頂

かないような事案もございます。

いての来所相談、匿名が可能な電話相談、随時受け

この後紹介をさせて頂きます市教育研究所では、

付けているメール相談があります。現状では特に来

いろんな事情で学校に行きにくくなっている、また

所相談が非常に多くなっています。

心にお悩みを抱えている児童生徒、保護者への対応

続いて 2 点目は学校への支援・学校との連携です。

に取り組んでいます。

１.学校教育相談及び個別訪問、2.学校不適応対策会
議、3.館林市内勤務カウンセラー連携会議、4.学校相

館林市教育委員会事務局 学校教育課
教育研究所 指導主事 鯉沼

談員連絡協議会の 4 点あります。特に、不登校児童

大介様

生徒が増加しているので、2.学校不適応対策会議を
重点的に行っている現状です。今年度は特に学校と
の連携を図っています。学校に伝えていることとし
ては、児童生徒の居場所作りと自己有用感の育みの
2 点あります。また、市内小中学校ではスクールカ
ウンセラーも勤務しています。そのスクールカウン
セラーの研修として、連携会議と中学校においては
相談室があります。相談室で従事する心の教室相談
員、生徒指導担当嘱託員の研修会を行っています。
3 点目は非常に近年深刻だと個人的に思っている

本日のテーマは、令和 3 年 10 月文部科学省が公表

保護者への支援です。不登校の児童生徒が非常に増

しました令和 2 年度 児童生徒の問題行動不登校等

加していますが、不登校の児童生徒を抱える保護者

生徒指導上の諸課題に関する調査の結果についてで

の悩みに寄り添って支援する、明日へいっぽ（保護

す。この調査は、いじめ、暴力行為、長期欠席等に

者の会）を教育研究所で行っています。保護者の話

ついて児童、生徒の問題行動等の事態をより正確に
5

を聞くと非常に苦労されている方の話が多いのです

―記念品贈呈―

が、印象的なのは参加している保護者の方は一生懸
命頑張っている現状が伺えます。ただそれにも関わ
らず改善が見られない、進展が見られないので悩み
を持っている方が多く見られるのが現状かと思いま
す。
4 点目は教育研究所で重要と思われる適応指導教
室「ふれあい学級」も行っています。いろいろな事
情により学校に行けない児童生徒の悩みや不安を軽
減し、発達を援助するだけでなく、連携をとりつつ、
個々に応じて支援をしています。一番の目標として
は学校復帰ですが、ふれあい学級では社会的自立を

＜地区大会記念ゴルフ大会＞

目指していくのを目標に運営しています。
最後は委託事業「オンラインフリースクール」を
市の委託事業として行なっています。館林市にはフ
リースクール「まなビバ！シリウス」があります。
館林市の児童生徒を対象に、小学校の部、中学校の
部それぞれ週 1 回開催しています。また保護者の悩
み、負担、不安を軽減するために月 1 回保護者の会
も実施しています。
不登校については、理由がはっきりしないケース
が多々あります。児童生徒の不登校の要因は、実は
於・太田双葉カントリークラブ

「不安」がダントツで多いです。ただ、その不安に
ついては正直、学校生活が上手く過ごせない不安、

―地区大会記念ゴルフ大会懇親会―

勉強がうまくついて行けない不安、友人関係が築け
ない不安だけでなく、実は家庭に起因する不安もあ
り、不登校の原因は多岐にわたっています。そして、
不登校の内容については非常に改善も難しいところ
です。ただ、市として教育研究所の取り組みを基に、
いかに不登校の現状を改善できるか、に力を入れて
教育相談を行っているところです。
以上、教育研究所の紹介、取り組みについて、話
させて頂きました。本日の話をもとに、ぜひ皆様方
に教育研究所というものを必要な人に紹介し、教育

於・よねや

研究所の活用をお願いできればと考えています。

◆例会日

毎週金曜日

◆例会場

ニューミヤコホテル館林（館林市文化会館内） 会

長

上野

和路

副会長

横田

善次

館林市城町 3-1

事

根岸

利正

副幹事

山本

樹

委員

小池

和敏

本間

発行責任者

上野

和路

編集責任者

◆事務所

12：10 より
TEL0276-50-1541

館林信用金庫本店内
館林市本町 1-6-32

◆E:mail

第 2840 地区ガバナー
幹
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tatebayashi.rc@cc9.ne.jp
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