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会長挨拶   坂口正城 会長 

皆さまこんにちは。今日は鴻

巣市立赤見台中学校校長先

生の新井裕則様をお迎えして

の例会です。鴻巣市の教育行

政についてお話して頂けるとの

ことで、私も大変関心のあるこ

とですので昨日から楽しみにしていました。本日

はお越しいただきありがとうございます。月曜日

は 4 年ぶりの大雪でいろいろと大変だったと思

いますが、この雪によるケガ、事故などがあった

と聞いておりませんので、まずは何よりだったと

思います。私の仕事でのことを少しお話しさせ

ていただきますと、午前に入荷予定のものが午

後になったりと、物流に影響が出ています。また、

この寒さから通常では10日もつ品物が、6日くら

いしかもたないなど仕入れを頻繁に行っていて

神経を使う日が続いています。先週の土曜には

雪を見越してのタイヤ交換だけで 50台以上行う

など、お陰さまで売り上げも上がっていますので、

仕事的にはいい影響が出ています。さて、次年

度当クラブから地区へ出向していただく方々に

委嘱状が届いておりますのでお渡ししたいと思

います。地区諮問委員の津田健三会員、ガバ

ナー補佐の山口光男会員、ブライダル委員の

大澤二三夫会員、米山奨学学友選考委員の井

上脩士会員の 4 名の方々です。大澤会員と井

上会員は本年度と同じ委員会だと思います。引

き続きよろしくお願いたします。山口会員におか

れましてはガバナー補佐という重責を担うことに

なると思いますが、私もできる限りのお手伝いは

したいと思っています。4 人の皆さま一年間よろ

しくお願いたします。 

国際ロータリー第２７７０地区 2018～2019年度 

委嘱書交付 

諮問委員 津田健三会員 

 

第 5Gガバナー補佐 山口光男会員 

 

米山記念奨学学友選考委員 井上脩士会員 

 

ブライダル委員 大澤二三夫会員 
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幹事報告  田邊 聖 幹事 

1. 入口のニコニコボックスの

ところ手指消毒用のアル

コールを設置しました。イ

ンフルエンザが流行して

いますので、入室の際は

ぜひご利用ください。 

2. 来週 31 日（水）、かねてよりご案内していま

す新入会員と事務局菅野さんの歓迎会を

18 時 30 分よりゆき寿司にて行います。26

名の出席予定です。 

3. 2月 9日（金）第 8回会長幹事会が桶川の松

美家で開催されます。 

4. 翌 15 日（木）はＩＭが桶川市民ホールで開

催されます。坂口会長によるクラブの事業

の発表が予定されています。全員登録いた

します。 

外来卓話 

鴻巣市の教育について 

鴻巣市立赤見台中学校校長 新井裕則 様 

みなさん、今日は。 

本日は貴重なお時間を頂戴し

て、お話しできますことに感謝

申し上げます。各分野でご活

躍の多くの方々の前でお話を

させていただくとは、思っても

おりませんでしたので、かなり動揺しております。

先程は美味しい昼食をいただきましたが、津田

先生の前での食事で、正直、いただいた気がし

ませんでした。 

小才は、縁に出合って縁に気づかず 

中才は、縁に気づいて縁を生かせず 

大才は、袖すり合った縁をも生かす 

人との「縁」、その「出会い」の重要さに気づける

かどうか、そしてその「縁」を活かせるかどうかで、

その人の人生が決まってきます。 

今回、井上先生とのご縁で、私は本日を迎えさ

せていただきました。 

皆様のご期待に添えるかどうかは不安ですが、

しかし、私自身の教員生活、また鴻巣市で生ま

れ育てられたご恩返しの気持ちを込めまして、

一所懸命努めさせていただきます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

昨日まで、本校の修学旅行で、奈良京都に行

って参りました。本日は、京都の八つ橋をお土

産に買って参りました。私たちの時代には、八

つ橋＝ニッキだったと記憶していますが、最近

ではバラエティに富み、ニッキの他に抹茶やイ

チゴ、渋皮煮の栗あん、焼き芋あん、チョコなど

多くの種類が作られています。 

では、自己紹介から始めます。 

私は、昭和３２年の７月鴻巣市で生まれました。

現在６０歳。この３月で定年を迎えます。 

昭和３９年、東京オリンピックの年に小学校に入

学。小学校１年生の時に埼信の前あたりで、聖

火ランナーを見た記憶があります。偶然ですが、

小１から小６まで、ずっと４組でした。中学校は

鴻巣中学校。その当時の中学生は坊主頭でし

たので、小学校卒業後の中学入学直前に、今

は亡き父に頭を刈ってもらったことが良い思い

出の一つです。中学校は、１クラス４５、６人で、

各学年９クラス。全校生徒は、１０００人を超えた

大規模校。当時としては当たり前のサイズでし

た。 

教員になったのは遅く、２８歳の年でした。 

鴻巣南中を皮切りに、赤見台中、鴻巣北中、行

政、そして吹上北中、その後再び行政にお世話

になり、現在の赤見台中で４年目、最終年度を

迎えております。 

最初の勤務校は鴻巣南中。南中では７年間お

世話になりました。若かりし頃の写真を載せまし

た。２年目の３年生の担任時の写真です。この

年、先輩の英語の先生と２人で、夏休みにアメリ

カ横断旅行をしました。１６日間で東から西への

旅。航空券は行きと帰りのみ。移動については、

原則、現地で手配。宿は主に先輩の知り合いの

家にお世話になりましたが、ホテルが必要な時

には二人で探し捲りました。ニューヨークでは、

自由の女神やセントラルパーク、ツインズタワー

（世界貿易センタービル）も現存していた頃。ナ
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イヤガラの滝へは徒歩でカナダ入り。グランドキ

ャニオンでは現地のスクールバスで連れて行っ

てもらいました。ロサンゼルスのホテルでは、夜

中に突然の発砲音が聞こえ、ベッドで凍り付き、

いつの間にか眠りについてしまったことが今でも

鮮明に思い出されます。帰国後、熱発し、初め

て２週間という長期入院も経験。南中では、今で

はどこの学校でも実施していますが、昭和６２年

にスキー林間学校、翌６３年には京都での班別

自主行動を県内で初めて実施しました。全国的

にもまだ珍しい活動でした。当時の校長先生を

始め先生方が、県内に誇れる学校作りを…と学

校全体で頑張っていた頃でした。その当時の体

育祭の様子です。今では珍しい５段ピラミッドや

騎馬戦。勉強に運動に活気がありました。南中

では、２、３、２、３、３、２、３年生の担任で１年生

からの持ち上がりは出来ませんでした。 

２校目の勤務校は、赤見台中。昭和６１年開校

でしたので、開校６年目に赴任しました。その当

時の職員の集合写真と文化祭の写真です。そ

の当時は、各学校で文化祭が盛んに行われて

いました。市内５番目の学校として徐々に生徒

数も増え、私が勤務したいた頃は、１学年７～８

学級と増加していった頃でした。１学級分くらい

の生徒数が中学受験で流れても増えていた頃

でした。赤中も勉強や部活動に盛んな学校で、

活気溢れる頃でした。赤中では、１年生、３年生

の担任、１年間大学で長期研修、その後１年生

の担任。合計４年間の勤務でした。現在の勤務

校でもある赤中には、多くの果樹があります。梅、

小梅、杏、花梨、プルーン、林檎、石榴、蜜柑、

金柑、銀杏。３年前から梅ジュースも作っていま

す。 

３校目の勤務校は鴻巣北中。異動の平成８年に

は多くの窓ガラス破損という事件がありました。１

学期終業式の日でした。その当時の職員の集

合写真、そして３年生担当の職員との集合写真。

北中では、１、１、２、３、１、２年生を受け持ち、

初めて１年生から３年生まで生徒の面倒をみる

ことが出来ました。その当時の合唱コンクールの

様子です。１７年間の教員時代でした。 

その後、行政でお世話になりましたが、教員時

代もそうですが、行政時代でも、恵まれた時を過

ごさせていただきました。行政時代には教員と

いう世界の人間だけでなく、多くの違った職種

の方々と知り合うことが出来、たいへんに勉強に

なりました。 

この後は、今日的な学校現場での状況や「鴻巣

市の教育（私案）」についてです。 

現在の学校教育では、国の学力テストや県の学

習状況調査が実施されています、特に埼玉県

では児童生徒一人ひとりの伸びを測るテストとし

て取り組んでします。また、学校現場では道徳

の教科化や小学校英語教育が話題となってい

ます。共に教科ですので、評価評定を考えなけ

ればなりません。どのように評価評定を出すの

かが今後の課題となります。管理職やミドルリー

ダーの発掘育成も課題です。 

これからの鴻巣市の教育としての提言としては、

国際交流事業と小中一貫教育です。国際交流

事業では、新たにホームスティ制度を活用したり、

受益者負担となっている派遣費用の貸与などの

検討。最終的には姉妹都市のような場所の選

定・実施による国際交流を展開していければと

思います。また、小中一貫教育では、研究開発

の申請により、９年間を見通した教育課程の展

開。週の授業数３０時間の内、１時間程度児童

生徒の特性・希望等により、文科系（国語書写・

英語）、理科系（数学・理科）・芸術系（音楽・美

術・体育・技術家庭）の８コースからの一つ選択

する。現在市内でも、硬筆や書き初め、音楽、

美術、各種検定試験、多くのスポーツでの関東

大会や全国大会出場。保護者にとっても、９年
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間を見通した教育を受けられる利点があると思

います。また、何よりも各分野で活躍した児童生

徒が、良い思い出と共に成長し、成人してまた

鴻巣市で生活を営み、活躍する社会となるので

はないかと期待されます。 

私自身、間もなく教員生活を終えますが、これ

からの人生、自分がお世話になった鴻巣市へ

のご恩返しを忘れず、一日一日これからも努め

ます。ご清聴ありがとうございました。 

 

お礼の言葉  井上脩士 会員 

昨年 12月赤見台中学校で

講演をさせていただきました。

奄美の哲学者「牧野周吉の

生涯」についてすこし話した。

高等小学校卒で代用教員の

試験に合格、その後独学で

哲学を勉強して、中等・高等学校の教員免許を

取得。子供たちの自主性を重んじる教育方針を

貫いた。 

新井先生は、鴻巣の将来に重要な働きが出

来る方です。是非、鴻巣に残って鴻巣の教育を

導いてほしいと思います。 

花チャリティ  間室照雄 会員 

本日の花はオンシジュー

ム・オブリザタム ほのかな良

い香りがします。 

冬は部屋の中の陽の当た

る所に置けば毎年花が咲き

ます。夏は室外の半日陰に

置くと良いでしょう。 

 

出席報告 成田志津子 委員長 

 

 本日 修正 

 1月 24日 1月 17日 1月 10日 

 1227回 1226回 1225回 

 通常例会 通常例会 通常例会 

会 員 数 35 35 35 

出 席 数 22 22 26 

欠 席 数 13 13 9 

例会出席率 62.86% 62.86% 74.28% 

Ｍ Ｕ 数    

合計出席数 22 22 26 

出 席 率 62.86% 62.86% 74.28% 
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スマイル報告  井上脩士 副 SAA 

 

前回までの合計 465,118 円

本 日 の 合 計 23,000 円

次回繰越金合計 488,118 円  

 

 

今後の予定 

 

 

個人スマイル 

宮城 仁 会員・・・本日は、魚孝鮮魚センターの寿司を

ご利用下さり誠にありがとうございます。 

宮内たけし 会員…母が１０４歳の天寿を全うしました。皆

様も長生きされますようお祈り申し上げま

す。 

スマイル 1  赤見台中学校校長、新井裕則先生 卓話よ

ろしくお願いします。 

津田健三会員・宮城 仁会員・小畑正勝会員・加藤 勉

会員・寺澤銀三会員・馬場知行会員・山口光男会員・間

室照雄会員・松本安永会員・井上脩士会員・大澤二三

夫会員・柿沼洋一会員・坂口正城会員・宮坂良介会員・

田邊 聖会員・寺西修身会員・成田志津子会員・細野潤

一会員・木下純一会員・松村豪一会員・中島安啓会員 

1月 31日

（水） 

第 1228回通常例会 

会員卓話：細野潤一会員 

2月 7日

（水） 

第 1229回通常例会 

結婚・誕生祝い 

会員卓話：蓮江郁夫会員 

広報・雑誌 

花チャリティ 

2月 14日

（水） 
振替休会 

2月 15日

（木） 

第 1230回移動例会 

第 5G IM 

2月 21日

（水） 

第 1231回通常例会 

会員卓話：木下純一会員 

2月 28日

（水） 

第 1228回通常例会 

会員卓話：間室照雄会員 

3月 7日

（水） 

第 1233回通常例会 

結婚・誕生祝い 

外来卓話： 

鴻巣市長 原口和久様 

広報・雑誌 

花チャリティ 

3月 14日

（水） 

第 1234回移動例会の 

振替休会 

3月 21日

（水） 
法定休会（春分の日） 

3月 23日

（金） 

第 1234回移動例会 

4RC合同例会 

鴻巣 RC主管 

3月 28日

（水） 

第 1235回移動例会 

献血例会 

鴻巣市総合福祉センター 

クラブ会報委員会 

委員長 松本安永    副委員長 朝見卓也 

委 員 木下純一  青木日出光 


