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 ガバナー事務所より 

・3 月のレートのお知らせが配信されております。1 ドル＝116 円 

・2017 年地区研修・協議会 開催のご案内が配信されております。 

 日時：4 月 16 日（日） 登録：11：30 ～ 12：30 研修・協議会 12：30 点鐘  場所：立花学園高等学校 

登録料：1 名につき 8,000 円     登録締切：2017 年 3 月 15 日（水） 

・米谷山記念奨学会より ハイライトよねやま 203 が配信されております。 

秦野名水 RC より  

例会予定のお知らせ が届いております。 

３月 2 日（木） →  通常例会 

３月 9 日（木） →  ３月 11 日（土）IM に振替 

３月 16 日（木） →  通常例会 

３月 23 日（木） →  休会 

３月 30 日（木） →  花見例会   点鐘：16：00 於：秦野市本町公民館 

TNK 東日観光株式会社より  

2017 年国際ロータリー年次大会(アトランタ大会)参加旅行募集案内のご案内が届いております。 

伊勢原市野球協会より 

「平成 28 年度スポーツ少年団送別会」のご案内が届いております。 

開会式：3 月 4 日(土) 8:00 より 鈴川球場     閉会式：3 月 18 日(土) 15:00 より 鈴川球場 

伊勢原観光道灌まつり実行委員会より 

第 49 回伊勢原観光道灌まつり第３回実行委員会の資料が届いております。 

ボーイスカウト伊勢原より 

いやさか第 116 号が届いております。 

 

3/ 1 第2482回 卓話：遠藤郷平君 

3/ 8 第2483回 卓話：荒巻哲朗君・大澤守門君 

3/11(土) 第2484回 インターシティーミーティング 

3/13 羽田空港工場見学ツアー（出席扱い） 

3/15 第2484回 振替休会：インタシティーミーティング 

お客様 

司会・進行   井戸川秀治会長エレクト 
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          村上 一秋会長  
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四つのテスト(篠﨑文一会員) 
 

           
 

                 
 

           

 
         
          

 
                                           

 

 
     

 

佐伯 妙有様（ひかり幼稚園園長）  

金城 美紀様（金城夫人） 

今後の予定 

 

 

 

 

 

会長挨拶 

先日 2/11(土) 伊勢原スポーツ少年団 30 周年

記念式典に出席して参りました。当クラブの行っ

ておりますスポーツ振興基金の長年の功績が称

えられ、感謝状をいただきました。 

スポーツ振興基金は 30 年程前から行われてお

ります。長年の流れを絶やすことなく、有効に活

用できるよう考えていきたいと思います。 

 

 幹事報告 

 

  第 2481 回 例会       

 

平成 29 年 2 月 22 日(水)曇り  

 

 
 

 
    

点 鐘   

ロタリーソング     



 

 

INTERCTY MEETING のお知らせ 

3 月 11 日(土) 伊勢原市文化会館小ホール 

受付：12:00～  合同例会：13:00～  各クラブ活動報告：13:45～ 

当日は受付で名札を受け取りご入場下さい。 

各クラブ活動報告は芝桜プロジェクトについて、堂前 芝桜プロジェクト統括委員長が発表致します。 

3/15(水)の振替で、全員登録となっております。皆様ご出席よろしくお願い致します。 

 

 

スマイル報告  貝原 剛規 スマイル副委員長 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告  戸田 裕士 出席委員長 

 

 

 

 

東 学 会員増強・維持・分類委員会委員長 

新会員歓迎会 

本年度 4 名 新会員 

日時：4 月 12 日(水) 予定しております 

会場・会費は現段階未定、詳細はおってご報告致します。 

第７グループ新入会員の集い 

2 月 28 日（火）開催されます、会長・幹事・田村君・鈴木君・秋山君で出席してもらいます。 

萩原 庸嘉 米山奨学カウンセラー 

米山奨学生修了式 

2 月 19 日(日)ジョルダヤコヴァ・サウレさんが無事に修了式を迎えました。 

大学院も終了し卒業も決まったのですが、博士課程に合格し CVAJ の奨学金枠を見事取得し 200 分の１の確率

の難関を突破しました。CVAJ の奨学金期間は 1 年間です。 

来年モンゴルから ガントグトヒ サラントヤ 君が奨学生で参ります。 

修士課程で日本文学が得意分野となります。 

佐伯 妙有様 お招きいただきましてありがとうございます。本日宜しくお願い致します。 

村上 一秋君 佐伯さん、ゲスト卓話よろしくお願いします。 

田中  徹君 佐伯さん、卓話よろしくお願いします。 

井戸川秀治君 佐伯さん、卓話よろしくお願いします。 

堂前 慶之君 佐伯さん、本日はようこそおいで下さいました。卓話よろしくお願いします。 

松下  孝君 
佐伯先生、本人卓話よろしくお願いします。2 月も最終例会です。少しずつ暖かくなってくれ

ることを期待しています。 

外谷 正人君 佐伯さん、ようこそ伊勢原 RC へ。卓話よろしくお願い致します。 

加藤  桂君 

2/16・17 メタロバランスの研究に、ご協力ありがとうございました。結果は 3 月の第 2 週

頃お手元に届くと思いますので、お楽しみに？して下さい。今後共よろしくお願いします。 

佐伯妙有様、卓話よろしくお願いします。 

入会祝い 金城  肇君➞入会祝、祝って頂きありがとうございます。今後も宜しくお願い致します。 

スマン 
内田 智久君➞人類の未来の為に早退します！★どなたか３/７那覇ロータリーメイク行きま

せんか？ 

会員数 出席計算に用いた数 出席者数 出席率（％） 前々回修正出席(％) 事前 MUP  
田中 徹君➞米山奨学生修了式・歓迎会 
東  学君➞クラブ管理運営委員会 57 54 33 61.11 修正なし 

委員会報告 

おめでとうございます 

 

 



 

貝原 剛規 職業奉仕委員会委員長 ゴルフ同好会幹事 

羽田空港航空機工場見学ツアー   

3 月 13 日(月) 村上会長・田中幹事に汗をかいて頂き 1 万円以上のツアー費が、一人 5,000 円でツアー参加

できる事になりました。 

ゴルフコンペ 

3 月 23 日(木) 村上会長・田中幹事ゴルフ大会第 1 回目開催、ガバナー補佐杯と共催となります。伊勢原カン

トリーで行います。今月末でメンバー確定予定です。 

 

 

 

「伊勢原ひかり幼稚園」と「光明院」というお寺を運営しております佐伯です。つい先日ですが、3.11 東日本大

震災で亡くなられた方を 3 月にご供養するために下見で東北の三陸に行きました。仮設住宅もたくさんあり、もう

6 年経っているのに更地の場所も多くまだ大変な状況でした。大川小学校という学校をご存知でしょうか？生徒達

が 70 人近く亡くなってしまった学校です。実際にこの学校の場所行くと津波が見えない場所で近くの山も崖のよ

うでした。当時は雪も降っていて滑りやすい状態だったそうです。私もお子さんを預かる仕事をしていますので先

生方の避難判断も難しかっただろうなということがよくわかりました。 

 

さて、ここからは幼稚園のお話です。ついに出生数が 100 万人を切りました。これから加速度的に出生数は減っ

ていくと予想されます。伊勢原でも｢29 年度問題｣と呼ばれ人口はこの年を境に下がっていくだろうと予測されて

います。現在もお母さんが働きながら子どもを幼稚園に預けられる環境整備を政府がすすめていますが、まだ足り

ません。伊勢原市でも子どもの医療費を小学 4 年生から 6 年生まで無料に引き上げたりしています。 

 

幼児教育の現場では、これまでは幼稚園、保育園が幼児を育てる役割を担ってきましたが、27 年度から「こども

園」という新しい幼児教育が始まっています。これは内閣府が管轄するもので幼稚園と保育園の両方の良さを併せ

持った施設です。こども園には数タイプがあり、「幼保連携型」「幼稚園型」「私学助成」などに分かれています。

伊勢原にもすでにいくつかのタイプのこども園があり、それぞれに特徴があります。では、幼稚園がどうしてこの

ようになってきたかというと、｢学校教育のスタートが幼稚園である｣という考え方が強くなってきたからです。 

 

来年、教育要領の大改訂が行われます。これまでの小中高の教育内容は先生からの一方的な教育でした。これから

は生徒が主体的に学んでいく教育になっていきます。大学入試はセンター試験がなくなり受験は面接と小論文に、

仕事でも 10 年後なくなる可能性の高い職業が沢山あるので、今の子どもたちは新しい職業に就く可能性が高いと

思います。主体的思考ができる人間をどう教育していくか？それには非認知能力というものが大切になってきます。

非認知能力とは「意欲」「協調性」「粘り強さ」などの能力です。自己肯定感を育み、チェレンジしようとする気

持ちを育てる。これが大事だと思います。実際、アメリカの研究では非認知能力がある子どものほうが大人になる

につれ活躍することが多くなることがわかっています。 

 

私たちひかり幼稚園も子どもたちが主体的に学べる環境を用意し、非認知能力が育まれるような幼児教育を今後も

積極的に行っていきたいと思っております。少しとりとめのない話になりましたが、幼稚園の現状がほんの少しで

もわかって頂けたら嬉しいです。本日はご清聴ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓話        佐伯 妙有様       ひかり幼稚園園長 

 


