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事会報告 

第 5９巻第 23号 通巻第 2791号 

第 2811回 例会 

2018年（平成 30年）4月 3日 
12:30点鐘 商工会議所 4階例会場 

 

2017～2018年度 
国際ロータリーテーマ 

ロータリー 変化をもたらす 
国際ロータリー会長 イアンH.S.ライズリー 
 
第 2790地区ガバナー  寺 嶋 哲 生 
第 6分区ガバナー補佐  志 田 延 子 
東金ロータリークラブ会長 秋 葉 芳 秀 

〃      幹事 並 木 孝 治 
 
 
 

東金ロータリークラブ 概要 
Togane RC Information 

創  立 1959年 9 月 15日 
ＲＩ承認 1959年 10月 17日 
例会日  火曜日 12:30～13:30 
例会場  東金商工会館４階 

Makeup fee \2,000 
WEB  http://www.togane-rc.jp/ 
事務所 〒283-0068 

千葉県東金市東岩崎 1-5 
東金商工会議所内 
TEL  0475-52-1101(代) 
FAX  050-3730-2559 
E-mail info@togane-rc.jp 

Program   

 
開会宣言・点鐘   

歌 

四つのテスト唱和 

お客様ご紹介 

お食事 

会長挨拶 

幹事報告 

米山奨学金授与 

卓話 

 

ニコニコＢＯＸ発表 

出席報告 

閉会宣言・点鐘 

 

秋葉 芳秀 会長 

「君が代」「奉仕の理想」 

並木 孝治 幹事 

並木 孝治 幹事 

かくじゅう 

秋葉 芳秀 会長 

並木 孝治 幹事 

アニス・コイルンニサ さん 

アニス・コイルンニサ さん 

（米山奨学生） 

親睦委員会 

管理運営委員会 

秋葉 芳秀 会長 

         

 



============== ========Togane Rotary Club  2017-18 ===================== 
 

 

Page 2 

会長挨拶 

 
秋葉 芳秀 会長 

今日は、東金アリーナ館長の小野康雄様
をお迎えし、卓話をお願いしました。教育
関係一筋の職業人生を歩まれており、また
「海の男」でもあります。小野様、どうか
宜しくお願いします。 
さて、今日は国会で、証人喚問が行われ

ています。過去の証人喚問同様の展開が進
んでおり、成果は乏しいようです。 
昭和４５年に亡くなった政次家に川島正次
郎という方がおられます。千葉県市川の出
身で、新聞記者の後、千葉１区から連続１
４期衆議院議員に当選し、自民党幹事長、
自民党副総裁を務め、また川島派を率い、
政界の「寝業師」とも呼ばれていたそうで
す。更に専修大学総長を務めるなど、異色
の政治家でした。 
その川島正次郎の残した言葉に「政界は

一寸先は闇」との名言があります。 
少し前までは安倍一強、安倍一強とのマ

スコミ表現があり、今年秋の自民党総裁選
は、憲法改正を目指す安倍総理が再選され
るのは確実だとの観測でした。ところが、

「政界は一寸先は闇」の名言通り、今、安
倍内閣支持率は急低下し、この言葉通りに
なっております 
理由は、皆様ご承知の通りで、国会や中央
官庁を巻き込み大問題に発展、結果として
内閣支持率の急低下ですが、国民は、うん
ざりです。 
私は日本人らしい解決策が一つあると

思います。私たち日本人は、いろんな処に
「〇〇道」を付けるのが大好きです。例え
ば生け花の華道、お茶の茶道、お寺さんは
仏道であり、侍は武士道、嘉納治五郎の講
道館柔道、剣の道を進む宮本武蔵などのよ
うに、自分自身の行動や発言に高い精神性
を求め、己の生命を賭けて、「〇〇道」を
守ってきました。 
例えば「官僚道」が存在し、それを貫く

勇気のある官僚が手を挙げ「具体的にやっ
たのは私です。全ての責任は私にあります」
と言えば、一挙に終わり、国民は納得し、
そして同じ役所の後輩は救われます。何故、
「官僚道」を大切にし、命を賭ける官僚が
出てこないのか、残念です。 

幹事報告 

並木 孝治 幹事 

第 2810回 例会の記録 <3月 27日＞ 
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〇例会場変更・例会のご案内が各ＲＣより 
〇4月 12日（木）18時～吾妻庵にて 
 成田空港南ＲＣ・東金ＲＣ合同例会 
 登録料 8,000円のうち 5,000円個人負担 
 17時にマイクロが東金商工会館を出発 
〇国際ＲＣスリランカクラブのご案内 
〇5月 28日（月）6分区親睦ゴルフ 
カレドニアンゴルフクラブ 
〇国際ＲＣトロント大会 参加者募集案内 
 

卓話 

 
小野 康雄 東金アリーナ館長 様                      

 
東金アリーナの小野です。海外子女教育

についてお話したいと思います。私の故郷
は東金ですが、千葉市で中学校の教師をし
ていました。これまでシニア派遣を含めて
３度の海外派遣を経験し、それぞれ３年ず
つ９年間海外にいたことになります。 

海外子女教育の現状 

日本企業の海外進出に伴い帯同する子
女の教育のために、日本語による教育施設
が世界中に造られました。現在海外に居る
義務教育段階の子供達は、およそ７万８千

人、「日本人学校」、「補習授業校＋現地校」、
「現地校・その他」がそれぞれほぼ１／３
です。以前よりも日本人学校や補習授業校
に通う子供が減り、現地校やインター校だ
けに通う傾向が続いています。外国語の習
得や異文化理解を重視する保護者の姿勢
の表れかと思われます。また学校の分布を
見てみると、アジアには日本人学校が３６
校と多く、アメリカには補習授業校が多い
のが見て取れます。 

日本人学校 

全日制の日本人学校は、基本的には国内
の学校と同じです。幼児部を併設している
学校もあります。特徴的な教育活動として
イマージョン教育が行われたりしていま
す。これは、美術や体育など実技教科を英
語で行うというものです。もちろん教師は
英語のネイティブスピーカーです。日本人
学校は世界に８９校あって、３０人程度の
小規模校から２０００人を越す大規模校
まであります。 

補習授業校 

補習授業校は世界に２０５校あります
が、大半は５０人未満の小規模校です。幼
児部から高等部までの子供達が在籍して
います。子供達は平日現地校やインター校
に通っていて、日本語の保持や帰国後の学
校へスムーズに適応できるように週に一
日だけ、日本語による授業を受ける学校が
補習授業校です。基本的に校舎は現地校を
借用しています。 
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在外教育施設の課題 

学校を作るに当たって最も重視される
ことは、いかに子供の安全を確保するかで
す。治安のよい国ばかりではありません。
また、国内の学校と大きく違う点は、通学
範囲が広大であることです。その為、多く
の日本人学校ではスクールバスを運行し
ています。 
子供達の日本語環境を維持するために、

図書の貸し出しはとても重要です。日本人
学校では、国内の学校以上にその充実に力
を入れていました。補習授業校では保護者
によって図書の管理や貸出が行われてい
ました。 

グローバル人材の育成 

 補習授業校で学んでいる子供達は英語と
日本語による学習を両立させ、両方の文化
を理解する国際人のたまごです。中高等部
まで学んできた子供達は、日本語の新聞も
読めるし、もちろん英語の新聞も読めます。
正しくバイリンガルです。補習授業校で行
われている教育は、正しく今、文部科学省
が進めようとしている「グローバル人材の
育成」そのものだと思います。 
 ご清聴ありがとうございました。 

 

 
小野 康雄 様 

ニコニコ BOX 
〇千葉学芸高校ゴルフ部・自転車競技部 春季

全国大会に出場しました 

             高橋邦夫 会員 

〇誕生祝い有がとう 

             高山友二 会員 

〇ご奉仕 

             岡本秀男 会員 

〇満開の枝垂れ桜を周遊して参りました 

             鈴木康道 会員 

〇東京、芦屋、福岡、仙台とつづいた新製品展

示会、昨日で終了しました 

             菅原實 会員 

出席率  ３月２７日 
会員数 出席率 ニコニコ BOX 

１5名 ８０．００％    １６，７００円 
 

欠席・Makeup の連絡は，前の週金曜日までに
（緊急の場合は当日 10 時までに）事務局宛に，
電話・ＦＡＸ・Ｅメールにてお願いします。  
メーキャップ先への事前連絡もお忘れなく。 
 
電話 090-7634-7175 / FAX 050-3730-2559 

Email: info@togane-rc.jp 
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