東京豊島東ロータリークラブ

第2580地区

2020～2021 年度会長方針「今年は創立35周年

未来へつなげよう！」

創 立／1986年2月19日 （会長）
細田 新子 （副会長）
佐藤美枝子 （幹事）佐藤 久雄
例会場／〒171-8505 東京都豊島区西池袋1-6-1 ホテルメトロポリタン TEL 03-3980-1111
事務所／〒171-0014 東京都豊島区池袋2-61-8-705 TEL 03-3985-7577 FAX 03-3590-6644
受付時間：火・水・木 10：00～16：00
ＨＰ http：//www.toshimah-rc.jp
E-mail info@toshimah-rc.jp

第1566 回例会
本日のプログラム



理事会

11：15～12：00

例

12：30～13：45

会

2020 年 12 月２日（水）

会場：光



次回（12月９日（水））のプログラム

会場：光

例

会

12：30～13：45

クラブ年次総会

クラブ協議会③
委員会中間報告

井戸垣陽子会員
11月18日の歌 紅葉

今月のソングリーダー

のお 祝 い
1 2め月
でとうご ざ います
お

【会員の誕生日】
村上 芳明会員
榊原 一久会員
【夫人・夫君の誕生日】
森川あつ子夫人

ロータリー米山記念奨学会より廣内会員へ第4回目感謝状

4日
21日
25日

幹

100％
出席表彰

３年間皆出席
１年間皆出席

櫛田
細田

隆治会員
新子会員

長

報

告

１、地区指名委員会は東京北ロータリークラブ会員
栃木一夫（とちぎ

かずお）君を2023-24年

度当地区ガバナー（ガバナーノミニーデジグネー
ト）候補者に決定
２、12月１日 Giving Tuesday として12月の一
か月間全国規模で行われる寄付啓発キャンペーン
が行われます。

告

長へお願い致します。
２、えんがわ市

2021年４月まで、第二日曜に行

われます。
〒171-0014

豊島区池袋３-30-21
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推進協議会

気付

委 員 会 報 告

前回第1565回 [2020年11月18日] 例会報告

会

報

１、12月２日例会には、委員会中間報告を各委員

送付先
年間

事

稲川次年度地区大会実行委員長
今年度（2020-21）の地区大会は 2021 年４
月７日（水）
・８日（木）ホテルニューオータニ
にて人数を縮小して開催予定。
佐藤
（ 美 ）社 会 奉 仕 委 員 会 会 員 12 月 ５ 日（ 土 ）
14：00 から錦華学院にて女性セミナーを開催
講師は土屋会員
櫛田会員

12 月５日（土）
・６日（日）こどもワ

クワクネットワークによるフードプロジェクト

３、「意義ある奉仕賞」について

一人親世帯へのお米・食品の提供を行いますので、

４、廣内会員

参加可能な方は、櫛田会員まで。

米山記念奨学会より感謝状

◆委員会報告

次年度地区大会実行委員
会長・幹事報告ほかは別紙
委員長

うやって付き合っていけばよいのか不安になった

今年度(2020-21)の地区大会は2021年4月7日(水)・8日 稲川

ている例会はアットホームな感じ。

(木) ホテルニューオータニにて人数を縮小して開催予定。

櫛田親睦家族委員会委員長 12 月 16 日（水）ク

かされて、これからどうやって付き合っていけばよ

委員会報告 社会奉仕委員会
12月5日(土)14：00から錦華学院にて女性セミナーを開催
いのか不安になったのを覚えている。木曜日に開催
リスマス例会を行います。一人
6,000 円 詳細
年度地区大会実行委員
稲川
佐藤(美)会員 今年度(2020-21)の地区大会は2021年4月7日(水)・8日
講師は土屋会員

員長

は (木)
12 ホテルニューオータニにて人数を縮小して開催予定。
月２日例会にて発表。

大学院生活総まとめ
されている例会はアットホームな感じ。

・満足できる勉強量と質で、関心のあった分野
卓 話
事とアフリカの歴史・現状について教授から・
講師は土屋会員行いますので、参加可能な方は、櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛
多大な時間をリサーチに割けた事とアフリカの歴
・精神的な強さで、文化・母国語が異なる人た
イギリス留学報告と JICA での活動について
史・現状について教授から・友人から学べた事。

大学院生活総まとめ
櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛12月5日(土)・6日(日) こどもワクワクネットワークによる
第1565回例会
・満足できる勉強量と質で、関心のあった分野に、
会奉仕委員会
12月5日(土)14：00から錦華学院にて女性セミナーを開催
フードプロジェクト 一人親世帯へのお米・食品の提供を

藤(美)会員

親睦家族委員会
12月16日(水)クリスマス例会を行います。一人6,000円
櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛12月5日(土)・6日(日)
こどもワクワクネットワークによる

ロータリー財団
グローバル補助金奨学生
瀬戸口和子さん
フードプロジェクト
一人親世帯へのお米・食品の提供を
委員長
詳細は12月2日例会にて発表。
行いますので、参加可能な方は、櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛
自己紹介

留 学 前 ： 民 間 の コ ンサル 櫛櫛
睦家族委員会
12月16日(水)クリスマス例会を行います。一人6,000円
■卓話 「イギリス留学報告とJICAでの活動について」
ティング会社で勤務
員長
詳細は12月2日例会にて発表。
ロータリー財団 グローバル補助金奨学生
瀬戸口和子さん

櫛櫛

・精神的な強さで、文化・母国語が異なる人たちと
ても取り組むべきことに集中できた。
の友情作りや、コロナ禍においても取り組むべき

・ロータリー奨学生の強みで、勉強に集中、多様
ことに集中できた。
イギリスの文化を肌で感じられて、学ぶことが出
・ロータリー奨学生の強みで、勉強に集中、多様な

人とのネットワーク構築が出来、イギリスの文化
大学院留学のきっかけ：
を肌で感じられて、学ぶことが出来た。
現在の仕事
自己紹介
大学時代のフィリピン留学
留学前：民間のコンサルティング会社で勤務
現在の仕事
卓話 「イギリス留学報告とJICAでの活動について」
（現地での学び、NGO活
独立行政法人国際協力機構（JICA）に人間開発
大学院留学のきっかけ：大学時代のフィリピン留学（現地での学び、NGO活動で
独立行政法人国際協力機構（JICA）に人間開発
ータリー財団 グローバル補助金奨学生 動で「教育と開発」につい
瀬戸口和子さん
「教育と開発」について専門知識を得たい
部基礎教育第一チームの専門委託として９月より勤
して9月より勤務。
て専門知識を得たい
己紹介
務。
学前：民間のコンサルティング会社で勤務
大学1年間の流れ
大学１年間の流れ
・インクルーシブ教育アプローチを通じた特別
・インクルーシブ教育アプローチを通じた特別な
学院留学のきっかけ：大学時代のフィリピン留学（現地での学び、NGO活動で
ロジェクト（スリランカ）
教育と開発」について専門知識を得たい
ニーズのある子どもの教育強化プロジェクト（ス
リランカ）
・初等教育における算数学習改善プロジェクト
学1年間の流れ
・初等教育における算数学習改善プロジェクト（ラ
オス）
今後のビジョン
今後のビジョン

＜写真

コース内容・修士論文
修士論文テーマ
・エチオピアにおいて、生徒が属する社会的階層と生徒の算数能力との関係におけ
コース内容・修士論文
る、先生の知識レベルの媒介的役割背景
ース内容・修士論文
・生徒が良質な教師にアクセスすることが難しい
修士論文テーマ
士論文テーマ
・地域や学校の種類ごとによって、良質な教師の配置が異なる
・エチオピアにおいて、生徒が属する社会的階層と
エチオピアにおいて、生徒が属する社会的階層と生徒の算数能力との関係におけ
・よって、教育の質・平等における問題あり
生徒の算数能力との関係における、先生の知識レ
、先生の知識レベルの媒介的役割背景
ベルの媒介的役割背景
生徒が良質な教師にアクセスすることが難しい
・生徒が良質な教師にアクセスすることが難しい
地域や学校の種類ごとによって、良質な教師の配置が異なる
よって、教育の質・平等における問題あり
・地域や学校の種類ごとによって、良質な教師の配

置が異なる
・よって、教育の質・平等における問題あり
リサーチを行った結果
・生徒が属する社会的階層と生徒の学力に相関あり
（不平等）
・一方、生徒が属する社会的階層に限らず、生徒は
良質な先生の知識へアクセスが出来ている状況
（平等）。特に生徒が属する社会的階層に限ら
ず、先生の算数の知識レベルが高ければ、生徒の
学力は向上する。
・都市・私立の学校では、地方・国立の学校に比
べ、生徒が属する社会的階層が高ければ、生徒は
良質な教師へアクセスすることが出来る。イコー
ル都市・私立学校における不平等問題
ロータリー活動
１年間お世話になった方がジムさんとジーンさ
ん。ジムさんがタイタニックをとても好きで、最初
にお会いした時30分ぐらいタイタニックの話を聞

DSCN7

■ゲスト
ロータリー財団

■出席報告

会

員

26 名

グローバル補助金奨学生
瀬戸口和子様

出席算入
会員数

出席数

欠席数

出席率

23 名

18 名

8名

78.26％

■ニコニコ BOX
第 1565 回（11 月 18 日）
1名

5,000円

2020-21 累計
55名

491,000円

ニコニコ BOX コメント
＜指定ニコニコ＞
櫛田会員（ロータリー財団委員会）／本日の瀬戸口
和子さんの卓話楽しみにして参りました。財団
奉仕の活動に期待しております。

