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●友好クラブ 

 韓国・龍仁ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3600 地区 

 台湾・台中文心ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3461 地区 

●姉妹クラブ 

 千曲川ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 2600 地区 

●提唱インターアクトクラブ 

 光明学園相模原高等学校 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
     昨日から資料作りをしていて、今日は力尽き 

た感じです。本日の資料は 2 種類用意させて頂

きました。少子化ということで、いろいろな支

援制度もできました。 
また幼稚園教育要領が改訂され、平成 30 年 4

月から施行されました。要領は時代の流れや子

どもの姿などから方向性を見直し、だいたい 10
年に 1 度改訂が行われています。下記の改訂後

の文章については、こうした要領があるのかと 
     思って頂ければ良いかと思います。 
     ○第 1 章 総則 

      第１ 幼稚園教育の基本 
      第２ 幼稚園教育において育みたい資質・能力 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（概要にて掲載） 

黛 裕治 

及び「幼児期の終わりまでに育って欲しい姿」 
第３ 教育課程の役割と編成等 
第４ 指導計画の作成と幼児理解に基づいた評価 
第５ 特別な配慮を必要とする幼児への指導 
第６ 幼稚園運営上の留意事項 
第７ 教育課程に係る教育時間の終了後等に行う 
   教育活動など 
 
○第 1 章 総則の改訂のポイント 

・「環境を通して行う教育」を基本とすることは 
 変わらない。 
・幼稚園教育において育みたい資質・能力を明 

確化 
 

会 長 冣住 悦子  幹 事 横溝 志華 

 



 
 

・5 歳児修了時までに育って欲しい具体的な姿を 
 「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」とし 
て明確化するとともに、小学校と共有すること 
により幼小接続を推進。 

    ・幼児一人一人のよさや可能性を把握するなど、 
     幼児理解に基づいた評価を実施。 
    ・言語活動などの充実を図るとともに、傷害のあ 

る幼児や、海外から帰国した幼児など特別な配 
慮を必要とする幼児への指導を充実。 

     
    ○第 2 章 ねらい及び内容 

 健康、人間関係、環境、言葉、表現 
    ○第 3 章 教育課程に係る教育時間の終了後 

 等に行う教育活動など 

 また幼稚園の教育時間は、4 時間が標準とされ 
ていて、8:30～9:30 頃に登園して、14 時頃から 
降園する園がほとんどですが、この時間外に預か 
る「預かり保育」も実施していて、預かり時間は 
午後 5～6 時頃までが多いようです。 
 
〇新制度で増える教育・保育の場 

 地域の実情に応じて「認定こども園」の普及を

図り、また新たに「地域型保育」ができました。 
幼稚園（3～5 才）：小学校以降の教育の基礎をつ

くるための幼児期の教育を行う学校。 
認定こども園（0～5 才）：幼稚園と保育所の機能

や特長をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う 
 施設。 
保育所（0～5 才）：就労などのため家庭で保育の

できない保護者に代わって保育する施設 
NEW 地域型保育（0～2 才）：保育所（原則 20 人

以上）より少人数単位で、0～2 才の子どもを保

育する事業→4 つのタイプ 
 ①家庭的保育（保育ママ）②小規模保育（定員

6～19 人）③事業所内保育 ④居宅訪問型保育 
   
相模原市では、今年 4 月 1 日時点で市内におけ

る就学前児童 33,271 人の内、保育所等の利用を

申し込んだ児童数は約 4 割にあたる 12,893 人で、

その内、利用が叶った児童数は 12,423 人となり、

ともに過去最多となりました。 
一方で保留児童となった470人（中央区145人、 
 

 
 
南区 241 人、緑区 77 人）の内、市認定保育室や 
一時保育、幼稚園などの市の保育施設で対応して 
いる児童等を除いた待機児童数は、中央区 23 人 
南区 59 人、緑区 0 人でした。 
 市では待機児童数の多い中央区と南区において 
保育所の新設や認定保育室の認可化など、重点的 
に受け入れ枠の確保を進め、567 人の定員増を見 
込んでいるとのことです。 
 ここ最近は、幼稚園・保育園の無償化について 
の計画も出ており、財源などの問題もあるようで 
すが、近い内に実施されるのではと思います。 
 
 
 

5 月も 4 週目となり、会長 
の時間も最終例会を除けば、 
今日を入れ、あと 5 回となり 
頑張ります。先週は有志によ 
る新会員歓迎会が賑やかに行 
われました。青工研出身なの 
で、長い付き合いの会員も多 
く、河野さん、中村さんのキ 
ャラクターが際立って楽しかったです。 

もうメールなどでご存じの方もいるかと思いま 
すが、イアン・ライズリーRI 会長から、RI 人頭 
分担金値上げについてメッセージが来ております。 
今年度は RI 人頭分担金が 4 ドル（現在 450 円位） 
アップし、60 ドルとなりました。次年度、次々 
年度も 4 ドルずつ上がり、最終的に 68 ドルにな 
ることが 2016 年規定審議会で決定しています。 

ロータリアンの要望する奉仕活動と支援に応え 
ながら、世界のインフレ率 2.5%に対応して、健 
全な財務基盤を作り、ロータリーの継続的な発展 
に寄与するため必要であるということです。規定 
審議会の時に、いろいろ議論もあった案件でした 
が、理解を求める主旨のメッセージだと思います。 

RI の会費収入は 7400 万ドル(現レートで約 82 
億円？)だそうです。他の収入と合わせて、予算は 
1 億 300 万ドルで、確かに規模からすると過大と 
いう感じはないです。会費 60 ドルの内、32.58 
ドル（約 44 億円）はロータリーのイベントや、 
マイロータリーを通しての研修やツールの提供、 
 



 

 

ソーシャルメディアに使用され、これが直接的な 
ロータリー活動の支援への資金と、いうことかと 
思います。 

14.43 ドル（20 億円弱）は人件費などの管理費 
のほか、翻訳や世界各国の法令順守の確認などに、 
また 12.99 ドル（18 億円弱）はポリオ撲滅の資料 
などを始めとする、公共イメージ向上の支援に充 
てられるそうです。クラブの年会費が変わるわけ 
ではないので、3 年間で 1 人当たり 1300 円のク 
ラブ一般会計の予算減は厳しいですが、会員の増 
加や合理化で補っていければと思います。 
会員増強ですが候補者を訪問したり、いろいろ

と活動してはいますが、あと１か月ありますので、

有望な候補者がいらっしゃいましたら、ぜひアク

セルをかけて頂きたいです。今年度は前半にのん

びりしてしまったので、次年度に繋がる活動もよ

ろしくお願いします。 
 

 

 

   ●松岡 忠義君（相模原ＲＣ） 

       お世話になります。 

      ●冣住会長、横溝幹事 

      ①前週、新入会員歓迎会に出られた皆様、お疲れ様

でした。豊岡会員、藤本会員、計画して頂き、有難

うございました。 

②本日お祝の皆様、おめでとうございます。 

        ●永保 固紀会員  

        結婚記念日祝、ありがとうございます。 

      ●早川 正彦会員 

        結婚記念日のお祝、ありがとうございます。何とか 

        28 年目になります。怖くなってきました・・。 

●藤本 恵介会員 

①結婚記念日を祝って頂き、ありがとうございます。 

②黛会員、卓話宜しくお願い致します。 

●池之上 和哉会員 

①結婚記念日をお祝い頂き、ありがとうございます。 

22 年経ちました・・。 

②黛会員、本日の卓話よろしくお願いします。 

●小野 孝会員 

①結婚記念日祝の皆さん、おめでとうございます。 

②卓話の黛さん、楽しみにしています。 

 

 

 

●大井 達会員 

①松岡様、ようこそお出で下さいました。 

②結婚記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

③今日は、作業着で失礼します。 

●黛 裕治会員 

①5 月の結婚記念日お祝の皆様、大変おめでとうご 

ざいます。 

②本日の卓話、資料作りで力尽きました。頑張って聞 

いて下さい！  

●河野 崇会員 

①結婚記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

②先日の歓迎会、ありがとうございました。 

●阪西 貴子会員 

①本日のお祝いの皆様、おめでとうございます。 

②黛さん、卓話楽しみです。宜しくお願い致します。 

●大塚 正浩会員 

①結婚記念日お祝の皆様、おめでとうございます。 

②黛さん、卓話楽しみです♪ 宜しくお願いします。 

●佐々木 敏尚会員 

本日お祝いの皆様、おめでとうございます！ 

●櫻内 康裕会員 

①本日お祝の皆さん、おめでとうございます。 

②卓話の黛会員、宜しくお願いします。 

●田後 隆二会員 

①結婚記念日祝を受けられる皆様、おめでとうござい 

ます。 

②黛さん、卓話楽しみです。来週は私ですね。ドキッ! 

●阿部 毅会員 

①黛会員、本日の卓話楽しみに拝聴させて頂きます。 

②結婚記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

③お久し振り、松岡会員メイクにようこそ！  

●伊倉 正光会員 

①黛会員、卓話楽しみにしています。 

②結婚記念日祝の会員皆様、おめでとうございます。  

●藤原 利夫会員 

①卓話の黛会員、宜しくお願いします。 

②結婚記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

●瀬戸 裕昭会員 

①本日お祝の会員皆様、おめでとうございます。 

②卓話の黛会員、ご苦労様です。拝聴したいところで 

すが、所用のため早退させて頂きます。申し訳あり 

ません。資料は後程、読まさせて頂きます。 

 



 
 

 

（概要にて掲載） 

〇増強ショートスピーチ     佐々木敏尚 

 当クラブには弁護士は私 1 人なので、何人か声掛 

 けはしており、先日のセラピー犬活動にも誘ってみ 

 たのですが・・。今後も何かの機会に連れて来たい 

 と思いますので、その時は温かく迎えて下さい。 

〇ロータリーの友５月号紹介     阿部 毅 

   横書 P22～「日台ロータリー親善会議」ですが、３ 

月１日に台湾・高雄にて開催され、大変盛り上って、 

総勢１，０５０人と多くのロータリアンが出席されまし 

た。こうしたイベントもアジア近隣国で行っています。 

        P31～「米山奨学事業」で、タイ米山学友会が紹介 

       されていて、私も毎年、総会に参加していますが、 

       だんだん活発化してきています。 

  縦書 P14「国際交流事業のもう１つの意義」で、岡 

山西南RCは台中東海RCと姉妹クラブであり、今回 

初めて式典に参加した会員が、感動した内容が掲 

載されています。国際交流によって、こうした気持ち 

も生まれるのかと思います。  

  Ｐ18「新生！鯖江 RC 誕生」では、会員減少により

２つのクラブが全ての仲間を失うことなく、合併しまし

た。前向きに生き残りを掛けるクラブもあります。 

  P26「善意の靴をフィリピンへ贈ろう」は、当クラブと 

 同じ活動をしている富山県の RC の記事です。 

 

報告事項 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①地区公共イメージ委員会より、アンケート提出 

のお願い 

過日の地区研修協議会にて、クラブでの奉仕事 

業をどのように公共イメージ向上に繋げてい

るかを議論頂き、後日アンケート提出をお願い

しました。メディアに取り上げられた奉仕事業

の資料（画像や映像）をアンケートと共にご提

出下さい。回答締切期限：6月 15日 

 

●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3 

               相模原商工会館３Ｆ 

       TEL 042-758-5750  FAX 042-758-1605 

 ●例会場 相模原市民会館「あじさいの間」 

   〒252-0239 相模原市中央区中央 3-13-15 

       TEL 042-752-4710 FAX 042-753-2000 

●Ｅ-mail:rotary@tbg.t-com.ne.jp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・藤本 恵介会員 ５月１１日 

・池之上和哉会員 ５月１２日 

・永保 固紀会員 ５月２０日 

・竹田  繁会員 ５月２０日 

・早川 正彦会員 ５月２７日 

 

例会プログラム 

５月２９日卓話「成年後見制度が変わります」 

      担当：田後 隆二会員 

６月 ５日卓話 永保 固紀会員 

     定例理事役員会（現・次年度合同） 

例会記録 

点  鐘  １２：３０ 

場  所  相模原市民会館「あじさいの間」 

司  会  黛 裕治ＳＡＡ 

斉  唱  ロータリーソング「我らの生業」 

ソングリーダー 中村 勝彦会員 

ビジター        松岡 忠義君（相模原ＲＣ） 

 

出席報告 

● 例

会 日 

毎 週

火曜 

 

 

●例会日 毎週火曜日 １２：３０～１３：３０ 

●編 集 親睦活動委員会 

 委員長：豊岡 淳 副委員長：藤本 恵介 

 委員：老沼 秀夫、田所  毅、佐々木敏尚 

    諸隈  武、高本 昌敏、横江 利夫 

    山之内 洋、河野  崇、中村 勝彦 

●http://sagamihara-naka.sakura.ne.jp 

会 員 出席（出席対象 29名） 事前メイク者 
３７名 ３０名 ０名 
欠席者 本日の出席率 修正出席率(5/8) 
３名 ９０．９１％ ９４．１２％ 


