
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2018-19年度 地区方針】それぞれが輝くロータリー 自らの行動でクラブの可能性を拡げよう                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

    例 会 報 告       

 開会点鐘  小島 徹 会長  

 司  会  原 敏之 SAA 

 合  唱  「君が代」「奉仕の理想」 

 お客様紹介  栗原 茂昭 親睦活動委員 

今後のプログラム予定 

5月 プログラム名 

           

第三例会 5月 21日 

 

→5/19～20に変更 

合同一泊移動例会 河鹿荘 

＊5/21は例会なし 

     5月 28日 休会 

出 席 報 告 伊藤 稔出席委員長 

会員数 出席数 欠席数 出席率 前々回訂正出席率 

43名 35名 

8名 

対象外 

（3） 

87.50％ 

欠 10名 

対象外 

（5） 

MU3名 

86.8

4

% 

【本日の欠席者】 三木 治一会員  大友 徹 会員 

金子 利昭会員  朝山 秀男会員  小林 敏伸会員 

松井 孝至会員  大友 徹 会員  津田 篤志会員 

ニコニココーナー  志村 修司 副 SAA 

市川 功一様：いつもお世話になっております。5/29

のチャリティコンサートの PRに参りまし

た。よろしくお願い致します。 

小島 徹会長：令和元年になり初例会になります。皆様

よろしくお願いします。NPO法人教育活動

総合サポートセンター理事長前田博明様・事

務局長東條光一様お忙しい中お越し頂きあり

がとうございます。 

貝田 充幹事：NPO法人教育活動総合サポートセンター

理事長前田博明様・事務局長東條光一様本日

はご来会頂きありがとうございます。卓話楽

しみにしております。よろしくお願いしま

す。 

ゲスト 
前田 博明様 

NPO法人 教育活動サポート 
センター 理事長 

ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰｶｰ 
東條 光一様 

NPO法人 教育活動サポート 
センター 事務局長 

ゲスト 
市川 功一 様 
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伊藤 文治会員：ご多忙の中、前田様には卓話を頂きあ

りがとうございます。 

川口 禮敬会員：令和初例会おめでとうございます。東

條光一様卓話ありがとうございます。  

白井 正男会員：NPO法人教育活動総合サポートセンタ

ー事務局長東條光一様卓話よろしくお願い致

します。また理事長前田博明先生久しぶりで

す。お元気そうで懐かしいです。 

渡邉 新治会員：卓話楽しみにしています。ゲートボー

ル大会は中止になりました。本日もよろしく

お願い致します。 

鹿島 義久会員：新元号になり気持ち新たにロータリー

と。小丸日出夫さん安比にてゴルフ大変お疲

れ様でした。 

堀一 慶明会員：NPO法人教育活動総合サポートセンタ

ーの皆様卓話ご苦労様です。 

長谷川 俊雄会員：令和を迎えて。 

小丸 日出夫会員：NPO法人教育活動総合サポートセン

ター理事長前田博明様及び事務局長東條光一

様、本日は当クラブにお出で頂き誠にありが

とうございます。活動に関してのお話が聞け

るのがとても楽しみです。 

島 利夫会員：令和の御代が始まりました。戦争のない

時代であって欲しいものです。 

田邉 進会員：いつもお世話になっております。よろし

くお願いします。 

内藤 幸彦会員：西中原中学出身で西中の教頭先生も務

められた前田博明理事長、川崎の子供達の為

にいつもご尽力頂きまして本当にご苦労さま

です。これからもご活躍ください。 

佐川 陽子会員：認定 NPO法人教育活動総合サポートセ

ンター様本日の卓話楽しみにしております。 

中山 武夫会員：令和元年を祝って。 

合計  16件 27,    17,000円。 

累計  530件    684,000円 

会 長 報 告 小島 徹 会長 

1.国際ロータリーより 2019年 5月のロータリーレーの

お知らせが届いております。2019年 5月 1ドル＝

112円 ご参考）4月ロータリーレート：110円 

2.地区より 2019-20年度 地区委員委嘱のお知らせが届 

 いております。 

 ・細山 勝三郎会員 拡大・増強委員会 

 ・内藤 幸彦会員  奉仕委員会 

 ・小丸 日出夫会員 研修委員会 クラブ奉仕委員会 

3.地区より ROTEXインターナショナル料理会（ROTEX

主催イベント）のご案内が届いております。日 時：5

月 19日（日）13：00～17：00場 所：横浜市技能文

化会館 6F 601料理教室 対象者：18-19受入学

生・19-20派遣予定学生 詳細は回覧致します。 

4.川崎市市民文化局市民文化振興室より川崎市文化賞等候 

 補者の推薦についてのご依頼が届いております。詳細

は回覧いたします。 

5.地区より 2018-19年度 第 35回ロータリー青少年指

導者養成セミナーの報告書が届いております。回覧いた

します。 

6.公益財団法人 日本盲導犬協会より 会報盲導犬くらぶ 

 94号が届いております。回覧いたします。 

幹 事 報 告 貝田 充幹事 

1.例会変更 

 川崎麻生 5月 17日（金） 百合丘カントリークラブ 

      点鐘 12：30 

      5月 24日（金）→5/26（日）～27（月） 

      移動例会 会長幹事ご苦労様会 箱根湯本 

      「河鹿荘」 

 横浜日吉 5月 29日（水）→5/28（火）4クラブ合同 

      例会へ振替 

      6月 19日（水） 移動例会 年度末旅行 

2.会報受理 川崎北 RC 回覧いたします。 

3.今年度の期末報告書の締切が本日迄となっておりますの 

 で、よろしくお願いいたします。 

4.本日例会終了後、理事役員会を開催いたします。 

お 祝 い ご と 

入会記念日 
志村 修司会員    金子 利昭会員 

上原 伸一会員     小島 徹 会員 

細山勝三郎会員 

 

会員誕生日 

金子 利昭会員    森田 淳会員 



長谷山尚城会員    大牟田淳会員 

 

結婚記念日 

三木 治一会員   小島 徹会員 

小島 満 会員   長戸隆彦会員 

小林 敏伸会員 

 

配偶者誕生日 

井上 光明会員  菖子様 

小林 敏伸会員  洋子様 

市川 宏 会員  清美様 

小島 徹 会員  京子様 

長谷山尚城会員  和子様 

大友 徹 会員  かおる様 

卓 話  

ＮＰＯ法人教育活動総合サポートセンター 

前田 博明（まえだひろあき）様 

昭和４８年 ３月 大学卒業 

昭和４８年 ４月 川崎市立中学校教諭として着任 

平成２２年 ３月 川崎市立中学校長退職 

平成２２年 ４月 川崎市教育委員会幸区教育担当学校

運営推進嘱託員 

平成２７年 ４月 ＮＰＯ法人教育活動総合サポートセ

ンター勤務 

平成２８年 ４月 川崎市教育委員会教育委員（～平成３

１年３月） 

平成３１年 ３月 ＮＰＯ法人教育活動総合サポートセ

ンター理事就任 

平成３１年 ４月 同法人理事長に就任 

 

 

 

 

東條 光一（とうじょうこういち） 

昭和４８年 ３月 大学卒業 

昭和４８年 ９月 川崎市立中学校教諭として着任 

平成２３年 ３月 川崎市立中学校長退職 

平成２３年 ４月 一般財団法人川崎市立学校教職員互

助会嘱託職員 

平成２８年 ４月 ＮＰＯ法人教育活動総合サポートセ

ンター勤務 

平成３０年 ４月 同法人理事就任 

平成３０年１０月 同法人事務局長に就任 

 

ＮＰＯ法人教育活動総合サポートセンターの紹介 

 平成 16 年当時、多くの小・中学校の現場は、いじめ・

不登校を始め、さまざまな問題を抱える子どもたちや保護

者への対応に追われている状況でした。そのような学校現

場を少しでも応援できないかという熱い思いをもった 31

人の元教職員によって設立されたのが、この教育活動総合

サポートセンターです。 

 サポートセンターでは、不登校の子どもたちに対して、

「子たちに力を」というスローガンのもと、教育相談や学

習支援を行うことにより、そのような子どもたちの学校復



帰や社会復帰を支援する活動を、高津区下作延の地で、全

くのボランティアで始めました。この活動が認められ、平

成 17 年には文部科学省から不登校対策に関する研究委託

を受け、10年間にわたる実践と研究を継続することができ

ました。この活動はその後も自主研究として継続され、毎

年２月には多くの教職員や市民の方の参加を得ながら研

究報告会を開催しています。 

 また、平成 18 年には川崎市教育委員会から教育活動サ

ポーター配置事業や特別支援教育サポート事業を受託し、

市内のすべての小・中学校や高校に約 600名のサポーター

を配置し、子どもたちの支援を行っています。平成 28 年

にはこのような地道な活動が評価され、川崎市から「認定」

を受け、市内に７つある認定ＮＰＯ法人のひとつとして活

動しています。 

 現在、一般市民を含む元教職員７０余名の所員が、区役

所から受託している不登校の子どもたちや生活困難世帯

の子どもたちの居場所づくり事業、教育委員会から受託し

ている５カ所の寺子屋事業など、教育相談事業、学習支援

事業、寺子屋事業など、２７の事業を展開しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 


