ロータリーは世界をつなぐ

2019-20年度 RI会長／マーク・ダニエル・マローニー
R I . D2590ガバナー／轟

ROTARY CONNECTS THE WORLD

淳次

横浜旭RC会長／佐藤 真吾

横浜旭ロータリークラブ
事 務 所 横浜市旭区二俣川1-37-3 NUTS1階／〒241-0821
TEL.045-465-6702／FAX.045-465-6712
http://yokohamaasahirc.cho88.com
Email : asahirc@titan.ocn.ne.jp
例 会 場 横浜市旭区二俣川1-45-30工藤ビル
（㈱岡田屋３階会議室）
例 会 日 毎週水曜日／12時30分～１時30分
被災地の子ども達にＸマスプレゼント

在日外国人日本語学習支援
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本日の出席率

27 名
88.46％

本日の出席数

23 名

修正出席率

100％

■本日の欠席者
大川、岡田、五十嵐
■他クラブ出席者
安藤、宋（地区）、福村（横浜戸塚 RC）
■ゲスト
出川
進様
（市教育委員会事務局小中学校企画課日本語支援担当課長）

加納 浩平様（同 国際担当係長）
■８月誕生記念祝

内田
敏会員
二宮麻理子会員
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■会長報告
二週間ぶりの例会です。梅雨も明け、本格
的な暑さとなりましたが皆様体調はいかがで
しょうか？
総務省消防庁は、先週７月 29 日から８月４
日の一週間における熱中症搬送人数が 18,347
人である事を発表しました。今年分は４月
29 日から熱中症による搬送人数の調査を始
めており、消防庁が掌握している累計人数は
36,425 人となっています。なお、前年 2018
年の同時期における熱中症による救急搬送人
数は 12,477 人で、今回、週の人数はそれと比
べて 5,870 人も増えています。会員の皆様に
おかれましては、熱中症にくれぐれもご注意
下さい。厚生労働省のホームページから熱中
症予防のためのリーフレットをダウンロード
しましたのでお配りします。ご参考になさっ
て下さい。*3 ページ参照
本日は、横浜市教育委員会事務局より小中
学校企画課日本語支援担当課長出川進様と国
際担当係長加納浩平様をお迎えしています。
当クラブでは、2017-18 滝澤年度の国際奉
仕フォーラムで、同局国際教育課長甘粕亜矢
様に「横浜市における日本語指導が必要な児
童生徒の現状及び支援について」と題した卓
話をしていただきました。その後、当時の青
木国際奉仕委員長をはじめとする委員会の尽

ＳＡＡ 目黒 恵一
会 長 佐藤 真吾
君が代、奉仕の理想

会員数

チャリティーコンサート

8.9
8.20
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力 で、 日 本 語 支 援 拠 点 施 設「 ひ ま わ り 」 へ
の支援を行う事となりました。具体的には、
2017-18 滝澤年度で地区財団補助金を申請し、
2018-19 市川年度でその補助金と国際奉仕委
員会の予算を合わせて 164 冊の図書を購入し、
2018 年 10 月に寄贈させていただきました。
また、クラブ創立 50 周年記念事業として引
き続き支援していくことも決まり、2019 年５
月に書籍 43 冊を寄贈させていただいていま
す。2018-19 市川年度の国際奉仕フォーラム
でも、横浜市教育委員会教育長鯉渕信也様に
「横浜市の教育分野での取組」と題した卓話を
していただいています。あらためて出川様、
加納様、本日の卓話よろしくお願い致します。
〇感謝状贈呈式
日本語支援拠点施設「ひまわり」への書籍
43 冊の寄贈に対し、横浜市教育委員会より感
謝状を贈呈いただきました。

〇地区関係
１）クラブ青少年奉仕委員長会議報告
８月５日㈪ 16:30 ～ 18:30、かながわ県民セ
ンターホールで開催された「クラブ青少年奉
仕委員長会議」に安藤奉仕プロジェクト委員
長に出席していただきました。会議の詳しい
内容については安藤委員長に報告をお願いし
てあります。よろしくお願いします。
〇クラブ関係
１）旭ジャズまつり
７月 28 日㈰に開催された「旭ジャズまつり」
へ参加させていただきました。天気も良く、
みんなで和気あいあいと、とても楽しいひと
ときを過ごす事ができました。例年の事なが
ら北澤さんには当クラブの観覧席を準備して
いただき感謝です。有り難うございました。
２）第４回旭区誕生 50 周年記念事業企画部会
７月 30 日㈫ 10:30 ～ 11:30 外部特別会議室

1（アーバン 128 ３階）で開催された「第４
回旭区誕生 50 周年記念事業企画部会」へ出席
して参りました。当日は記念事業の進捗状況
等について、旭区担当者から説明がありまし
たが、さすが 50 周年、かなり盛り沢山な内容
で、すでに実施済みの事業もあり、着々と進
んでいる様子でした。
■「青少年奉仕委員会会議報告」 安藤 公一
日時 ８月５日㈪
場所 かながわ県民ホール
轟ガバナーのご挨拶から始まり、青少年奉
仕活動、危機管理、インターアクト、ローター
アクト、青少年交換、RYLA と盛り沢山で改め
て青少年奉仕の幅の広さを感じ入りました。
この中で強く関心を持ったのは「危機管理」
と「青少年交換の一時停止」です。
「危機管理」につきましては添付の青少年活動
における危機管理についてを是非ご一読頂き
たいと思います。ハラスメント等の事態を認
知してから、72 時間以内に RI に報告しなけ
ればならない。
「青少年交換の一時停止」
会員減少と高齢化に伴うホストファミリー
候補の減少と上記「危機管理」に関わるハラ
スメント事象等の様々な問題を解決すべく準
備委員会を設立。今後 1 年間をかけてシステ
ム全体を再構築し、再開に向けて検討を続け
ていく。質疑応答の際にも青少年交換は極め
て意義深いので、何とか再開すべくお願いし
たいという意見もありました。
今後の青少年奉仕に携わる方々におかれま
しては、尚一層の言動への配慮が求められる
こと再認識した次第です。
北澤 正浩
■ジャズまつり御礼
７月 28 日㈰に開催した横浜旭ジャズまつり
に多くの会員の皆様にご来場いただき有り難
うございました。当日は台風の影響も少なく、
晴天のなか、開催されました。ロータリアン
同士、お酒を飲みながら楽しいひとときを過
ごすことができました。来年もよろしくお願
い致します。
■ニコニコ BOX( 会員敬称略 )
佐藤 真吾／①横浜市教育委員会より出川課
長、加納係長、公務ご多忙中の中、当クラブ
例会にお越し下さり有り難うございました。
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卓話よろしくお願い致します。② 7/28 旭ジャ
ズまつり、とても楽しかったです。北澤さん
準備有難うございました。
二宮麻理子／お誕生日のお祝いをいただきあ
りがとうございました。
目黒 恵一／①北澤さん、ジャズまつり大変
お世話になり感謝！②妻に誕生祝いをありが
とうございました。令和元年のうちわ、お使
い下さい！
安藤 公一／①出川様、加納様ようこそお出
で頂きました。本日の卓話宜しくお願い致し
ます。②渋野日向子選手の全英女子ゴルフの
優勝を祝って。
佐藤 利明／①横浜市教育委員会出川進様、
加納浩平様、猛暑の中ご来駕いただきまして
有難うございます。②兵藤先生、川柳の投稿
有難うございます。会員の皆様、他の投稿を
お待ちしております。
吉原 則光／暑さ厳しい折、出川進様、公務
多忙のところ卓話有難うございます。よろし
くお願いします。
北澤 正浩／①横浜旭ジャズまつりに多くの
会員の皆様にご来場いただきました。心から
感謝申し上げます。②出川様、加納様ようこ
そいらっしゃいました。卓話よろしくお願い
致します。
兵藤 哲也／①北澤さん、ジャズまつりあり
がとう！お世話様でした。②教育委員会出川
様、加納様お暑いところ有難うございました。
関口 友宏／①横浜市教育委員会の皆さん、
お暑い中ようこそ。②北澤さん、ジャズまつ
りでは大変お世話になりました。
内田
敏／誕生祝いをいただき有り難うご
ざいました。
宋
謹衣／ IA のサマーミーティングが無事
に終える事ができました。これから年末の海
外研修に向けていろいろ準備しないといけま
せん。全力でやります。
二宮
登／出川進様、加納浩平様ようこそ
いらっしゃいました。
青木 邦弘／①出川様、加納様、本日はよろ
しくお願いします。②先日、田舎の友人がこ
の２か月で血圧が正常値になったと喜んでい
ました。
太田 勝典／出川進様、本日の卓話ご苦労様
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です。
佐藤 二郎／出川様、加納様、よろしくお願
い致します。卓話楽しみにしております。
■「熱中症予防のために」

■「日本語支援拠点施設ひまわりについて」

加納浩平様（写真左） 出川

進様（写真右）

横浜市教育委員会事務局
小 中 学 校 企 画 課

日本語支援拠点施設「ひまわり」について
学校ガイダンス

［実績］H29 年度（29.8～）119 組、H30 年度 142 組、R 元年度７月まで 48 組
合計 309 組の児童生徒・保護者が参加

児童生徒・保護者の不安軽減、学校の負担軽減を図るため、日本の学校生活に必要なことや保護者の役割を案
内する。
実施日時：毎週火曜日 15 時～16 時 30 分
実施言語：中国語・タガログ語・英語・やさしい日本語
実施内容：①入学手続きに関する各種説明 ②学用品購入の案内
③一般生活についての説明
④保護者会・ＰＴＡ等での役割についての説明
⑤児童生徒の基本情報の確認
⑥保護者の連絡先の確認
⑦日本語及び学習状況の確認
⑧口座開設関係書類等の作成支援

プレクラス

［実績］H29 年度（計５期）107 名、H30 年度（計８期）145 名、R 元年度３期まで 59 名
合計 311 名の児童生徒が参加

帰国・来日間もない児童生徒が日本の学校に速やかに適応できるよう、集中的な日本語指導と学校生活の
体験を行う。
：４週間（週３日 水・木・金曜） ９時～14 時
指導内容：①初期日本語指導 ②学校生活体験
③体育・音楽・書写などの教科につながる日本語
（授業で使う日本語）指導
クラス：①はな組（小学校低学年）
②みどり組（小学校高学年）
③そら組（中学校）
【Ｒ元年度】
第１期：４月 10 日（水）～４月 26 日（金）
第３期：６月 19 日（水）～７月 12 日（金）
第５期：10 月 ９日（水）〜11 月１日（金）
第７期：１月 15 日（水）〜 ２月７日（金）

さくら教室

第２期：５月 15 日（水）～６月 ７日（金）
第４期：９月 ４日（水）〜９月 27 日（金）
第６期：11 月 13 日（水）〜12 月６日（金）
第８期：２月 19 日（水）〜３月 13 日（金）

［実績］H29 年度のべ 90 組、H30 年度のべ 94 組
合計 184 組の児童・保護者が参加

新小学校１年生が日本の学校に速やかに適応できるよう、学校生活を体験する。また、保護者の不安軽減、
学校の負担軽減を図るため、日本の学校生活に必要なことや保護者の役割等を案内する。
実施日時：３月第１週・第２週の土曜日 ※２回連続講座
午前の部：９時 30 分～11 時 30 分
午後の部：13 時～15 時
実施言語：中国語・英語・ポルトガル語・タガログ語・ロシア語・
スペイン語・タイ語・ベトナム語・ベンガル語・
ネパール語・やさしい日本語（H30 実績）
実施内容：
（新１年生向け）①あいさつ ②鉛筆の使い方 ③学校探検
④学校生活の体験 ⑤返事のしかた
⑥道具の使い方
（保護者向け） ①学校ガイダンスの内容 ②家庭学習について
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