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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング  「我らの生業」

●ゲストの紹介

　金光八尾高校インターアクトクラブ

　　　顧問　前田裕子様、森 祥太郎様

　　　高校2年生　阿部亜美様・今西美優様・

　　　　　　　　　　　小阪直輝様

●出席報告

●ロータリーの友紹介　大橋裕之会員

●その他の報告

●会務報告　「会長の時間」「幹事報告」

●SAA報告　ニコニコ箱

●卓話　　「インターアクト活動報告」

　　金光八尾高校インターアクトクラブ

　　　顧問　前田裕子様、森 祥太郎様

　　　高校2年生　阿部亜美様・今西美優様・

　　　　　　　　　　　小阪直輝様

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

3/27 中国薬膳料理研究家　宮武衣充様

4/3　阪急電鉄株式会社相談役　大橋太朗様

　米山奨学生のマリさんは本日で最後の例会ですが、

日本語がだんだん上手になられていますね。これから

も頑張ってください。

　また先日のロータリーデーには多数のご参加をいた

だき、ありがとうございました。

　そして先週火曜から、越中八尾RCへ幹事と宮川会

員で訪問してきました。大阪フレンドRCの周年式典も

重なっていたため、鼓呂雲会員に飛行機を手配して

いただきました。双発機に乗り八尾空港から富山空港

へ、素晴らしい旅をさせていただきました。

　現地でも大変歓待していただきました。また例会で

は、卓話もさせていただきました。

　以上、ご報告させていただきます。

　また大阪フレンドRCの式典では、感謝状をいただい

ております。ご披露させていただきます。

第2810回　例会　プログラム

国際ロータリー　テーマ

インスピレーションになろう
国際ロータリー 会長　バリー・ラシン

八尾ロータリークラブ　テーマ　　for the team　全てをクラブの為に　 会長　山本　勝彦

会　長　の　時　間



▼9日のIM第4組ロータリーデーには、多数のご参

加をいただき、ありがとうございました。

▼本日4時から、新入会員の研修会を開催します。

▼17日に八尾菊花ライオンズクラブの40周年式典

に会長、幹事で出席します。

▼20日に米山奨学生マクドナルド・ミカエラ・マリさ

んの送別会を開催します。

▼東大阪東RC・春のRYLA実行委員会・

　　　石田肇委員長、新井繁太郎委員

　今回、当クラブが春のRYLAをホストさせていただ

きます。約35年ぶりのことで、前回のことを知るメン

バーがほとんどおりません。貴クラブの井川会員に

ご説明をいただき、ようやく内容を理解して引き受

けることができました。

　10連休の前半となりますが4月27日から3日間、ホ

テルセイリュウで開催します。期間中は、今年の

ワールドカップ開催できれいになった花園ラグビー

場も利用します。

　皆様のお力をお借

りして成功させたい

と思っておりますの

で、よろしくお願いい

たします。

▼マクドナルド・ミカエラ・マリ様

　今日が最後の例会です。これまでの私を漢字で

表すと、依存の「依」です。たくさんの人を頼りにし、

助けられてきました。

　日本語を勉強することが、中学生のころからの夢

でした。祖父母のサポート

のおかげでそれが実現でき、

大阪に来てもうすぐ２年にな

ります。夢が叶ったと実感し

ています。鹿児島大学にも

合格することができました。

まさか私が、国立大学に合

格できるとは思っていませんでした。

　毎日いろいろと勉強してきましたが、日本語は

思った以上に難しかったです。それでも友達といっ

しょに、これまで勉強を続けることができました。先

生方も根気よく指導してくださり、私のもどかしい気

持ちもよくわかってくれました。

八尾RCの会員の皆さんも「困ったことがあったら何

でも言って」と、いつも言ってくれました。カウンセ

ラーの坂本さんは、冗談で笑わせてくれたりして、

私も安心して勉強できました。皆さん、夢を叶えてく

れて、ありがとうございました。

▼地区RYLA委員会・友田　昭　委員

　皆さん、RYLAをホストした１年前を思い起こしてく

ださい。私は今年度、地区委員会でRYLAに携わっ

ています。今年も春のRYLAが開催されますので、

ぜひご参加をお願いいたします。また、受講生の

紹介もよろしくお願いいたします。

▼米山委員会・幡田　賀紀　委員長

　米山奨学生のマクドナルド・ミカエラ・マリさんの送

別会を、3月20日に鼓呂雲会員のお店で行います。

皆様のご参加をお待ちしております。

　また本日例会後、最後の英会話教室も行います

のでご参加ください。

▼クラブ研修委員会・長竹　浩　副委員長

　本日4時から、新入会員研修会を大ホールで開

催します。また6時からは、籠乃屋で懇親会を行い

ます。

そ の 他 の 報 告

米 山 奨 学 生 より

春 の R Y L A の ご 案 内

幹　事　報　告



「八尾市における不登校に対する取り組み」

▼八尾市教育センター　指導主事　藤原雅樹様

　日ごろより、本市の教育にご理

解と、多大なるご支援を賜りまし

て、ありがとうございます。特に、

八尾市小中生活指導研究協議

会が主催して、毎年夏休みに行

なっている宿泊行事『自然の中で』では皆様のあたた

かいご支援をいただきまして誠にありがとうございます。

　さて、この度の卓話におきましては、「八尾市におけ

る不登校に対する取組み」としてお話をさせていただ

きました。全国的にも不登校児童生徒の増加が課題と

なっていますが、教育センターとしては、八尾市にお

いても、今後も不登校の児童生徒を一人でも減らして

いくための取組みをすすめていかなければならないと

考えています。また、学年別に不登校児童生徒数を

みますと、小学校６年生から中学校１年生にかけて、

大きく不登校生徒数が増加します。このことから、中学

校に進学する子どもの不登校を防止する対策を練っ

ていく必要であると考えています。八尾市では小中一

貫教育を推進してきておりますが、不登校対策の側面

から見ても、小中９年間のつながりを意識した指導を

行っていくことが必要だと言えます。

　また、新たに不登校にさせない取組みが基本的な

方針となります。そのために各学校において大切にし

ている３つの柱があります。１つめの柱は不登校の未

然防止です。まずは安心して学べる学校・学級集団

づくりを大切にします。子どもの主体性を発揮させつ

つ個々のちがいやよさを認め合えるあたたかい学級

づくりに取り組んでいます。また、中学校で不登校が

一気に増加することを踏まえ、生活、生徒指導の面で

も小中一貫教育を推進しております。

　２つめの柱として、不登校につながりそうな子どもの

早期発見です。そのためには、子どものストレスサイン

を見逃さないことが重要だと考えています。

　３つめの柱として、チームとしての早期対応です。早

期に教職員が関わっていくことで、不登校につながり

そうな要因を解決でき、子どもや保護者の安心感につ

ながります。また、その場限りの対応で終わるのではな

く、継続的に関わっていくことも大切にしています。

　しかし、不登校になっている児童生徒の心の状態に

よっては、不登校の時期が「休養」や「自分を見つめ

直す」などの積極的な意味を持つこともあります。仮に

そのような状況の子どもに、無理に登校して教室で授

業を受けるように指導をすると、二度と学校には行きた

くないと、よりいっそう強く思う経験をさせてしまうかもし

れません。すべての児童生徒に登校することだけがす

べてだという働きかけをするというものではなく、児童

生徒が、自らの進路を主体的に捉えて将来的な社会

的自立ができるように、支援を行う必要があると考えて

います。

　八尾市教育センターでは、不登校支援として

★不登校に悩むお子さんや、保護者との教育相談、

★適応指導教室「さわやかルーム」における小集団で

の活動、

★さわやかルームに配置されている不登校対応の指

導員による学校訪問や不登校対策会議等への参加

★学校の教職員に対して「人権教育」「授業づくり」

「子ども理解」「生徒指導」などさまざまな内容、キャリ

アステージに応じた研修

★学校の対応や関係機関との連携についての助言を

専門的に行う、スクールソーシャルワーカーの配置や

派遣を行う

など、多岐にわたる不登校支援の取組みをおこなって

日時２０１９年３月１３日（水）

承認事項

1.議事録承認事項

2.会計報告

3.春の親睦旅行の件

4.イルミネーション事業報告の件

5.春のＲＹＬＡの件

6.2019-20年度のための地区研修・協議

会分担金の件

7.IM第4組FR（フレッシュ・ロータリアン）

研修交流会

8.四和会事務局参加の件

理事会議事録

卓　　　話



八尾ロータリークラブ会報 クラブ広報委員会
お気付きの点がございましたら、
広報委員会までご一報下さい

委員長 ▼ 相馬　康人　　副委員長 ▼ 山本　隆一
委 　員 ▼ 吉本　憲司　　津田　伸一

■ 出席報告

月日

2/27

3/9

3/13

会員数

62

62

62

出席

43

32

34

うち出席規定
適用免除者

14

9

12

メーク
アップ

5

出席率

78.18％

64.00％

64.15％

確定
出席率

87.27％

います。全国的にも不登校の子どもが増加している中

で、それでも八尾市から、一人でも多くの子どもが再

び登校できるように、また、不登校になる子どもを一人

でも減らすことができるように、学校と八尾市教育委員

会ともに、取組みを進めていきます。

▼東大阪東ロータリークラブ　石田肇様　春のライラよ

ろしくお願いいたします。

▼山本会長　藤原先生、本日の卓話、よろしくお願い

致します。春のライラへの御協力、昨年を思い出して、

よろしくお願い致します。夫人誕生日。

▼柏木副会長　藤原先生、本日の卓話、よろしくお願

いします。誕生内祝い。夫人誕生日。

▼澁谷幹事　IMロータリーデー多数の参加有難うござ

いました。誕生内祝い。

▼佐野会員　誕生内祝い。2/17茨木CC月例コンペで

優勝しました。

▼坂本会員　米山奨学生マクドナルド　ミカエラ　マリ

様よくいらっしゃいました。本日最後の英会話教室よ

ろしくお願いします。

▼寺坂会員　IM欠席お詫び。夫人誕生日。

▼飯田会員 本日の新入会員研修会宜しくお願いします。

3月で「まんぷく」終わります。さびしい。

▼田中会員 藤原様、本日卓話宜しくお願いします。

▼濵岡・相馬会員　良い事が有りました。

▼津田会員　IM・例会欠席お詫び。

▼松井会員　在籍内祝い。

▼山陰会員　例会欠席お詫び。

▼長竹会員　本日、新入会員研修会、ご参加宜しくお

願い致します。

▼野村会員　山本会長、澁谷幹事、先日は有難うご

ざいました。例会欠席お詫び。

▼福田会員　佐野会員、茨木カントリー月例優勝おめ

でとうございます。

▼幡田会員　いつもニコニコ有難うございます。良

い事が有りました。

▼友田会員 春のRYLAセミナーの参加お願いします。

　　八尾ＲＣの
　　ホームページも
　　ご覧ください

今後の予定

ニ　コ　ニ　コ　箱

月 火 水 木 金 土 日

理事会

移動例会

（例会→
　3/9に変更）

IM第4組
ロータリーデー

PETS（会長エレクト
研修セミナー）

水と衛生月間

月

月 火 水 木 金 土 日

地区研修・
協議会

理事会

母子の健康月間 月
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