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　東京五輪・組織委員会元会長の「女性がた

くさん入っている理事会は時間がかかる」と

の女性蔑視発言は記憶に新しいかと思います。

日頃、自分も女性蔑視な発言をしてしまって

いないかと少々恐ろしくなりました。「女性

だから」などと枕詞をつけて話し出している

事もあるかもしれません。

　私の世代では幼少の頃より「男らしく」「女

らしく」が前面にあった教育で家庭でもそう

でした。今や時代錯誤だと理解はしていても

奥底に染み付いたものは簡単には消えません。

実際、息子に向かい「男なんだからしっかり

しろ」などの発言や「男なんだからお母さん

を守ってやれ」という事はあります。これも

駄目なのでしょうか？「守るのは男の役目」

は、男としての誇りでもあった気がしている

のでさえ固定観念の差別思考の結果なので

しょうか…

　昨年、日本規格協会は就職活動などで使用

する履歴書について性別や年齢、顔写真の欄

があった様式例を取り止めました。「容姿年

齢、性別を非公開とした履歴書によって人間

性だけを見る」という思考回路へ変換の一助

になるかもしれません。

　一方、「男性の保育士には子供のおむつ交

換をして欲しくない」とはっきり主張する保

護者がいるのも事実です。やはり抵抗がある

のでしょう…　それぞれの性差ゆえにできる

ことと、できないことがあると感じるのは私

だけでしょうか？それぞれの性でしかできな

いことがある事を尊重し、なおかつ男性女性

に分ける事なく人として個人を尊重できたら

と思います。これらのことを超えて平等を唱

え過ぎる事で、摩擦を生んでしまうことも否

めないかもしれません。

　全てにおいて平等はあり得ないことを認識

し、性差を超えて人として認め合えたらそこ

に解決策が見出せるように思います。性別で

はなく相手を一人の人間として認識すれば性

差別発言は無くなるのかもしれません。

　今日からでも染み付いた固定観念を打破す

ることが、今の私の第一歩です。



　日頃から、水戸ロー

タリークラブの皆様に

おかれましては、水戸

市の教育行政に御支援、

御協力を賜り、感謝申

し上げます。

　さらに、クラブの

創立70周年記念として、

水戸市地域文化財に認

定しました「保和苑」の案内看板を寄贈いただき、

感謝いたします。又、中学２年生の職場体験にお

きましても、多くの生徒を受け入れていただき、

中学生にとって貴重な体験となっております。そ

のほか、大手門・二の丸角櫓整備に向けた一枚

瓦城主寄附金では、会員の皆様方に御寄附をい

ただき、この場をお借りし、御礼申し上げます。

　水戸市教育施策大綱についてですが、地方教

育行政の組織及び運営に関する法律により、地

方公共団体の長は、教育、学術及び文化の振興

に関する総合的な施策の大綱を定めるものとし、

長は、大綱を定めるときは、総合教育会議にお

いて協議するものと定められております。総合

教育会議のメンバーは、地方公共団体の長と教

育長、そして４人の教育委員をもって構成して

おり、これは、市長と教育委員会で決定した大

綱でございます。

　基本理念「水戸を愛し、世界で活躍できる人

材の育成」とありますが、私としては、社会に

出たときに、自分で考え、行動し、解決できる

子どもを育てたいと思っております。

　大綱は、３つの基本的方向と10の基本目標

で構成し、基本的方向１では、「子どもをしっ

かり育てる環境づくりの推進」として、家庭教

育や子どもの安全安心、教育環境の整備や教職

員の資質向上について記載しております。

　基本的方向２では、「一人一人の確かな学びと

夢を実現する水戸スタイルの教育の推進」として、

グローバルプランをはじめとする４つのプランを

掲げ、学校教育全般について記載しております。

　基本的方向３では、「参画と協働の人づくり

の推進」として、生涯学習や歴史、文化につい

て掲載しております。

　基本目標ごとに施策がございまして、全て大

事な事業ですが、時間の都合上、新規事業につ

いて、御説明をさせていただきます。

　教職員の働き方改革についてですが、先生方

にはリフレッシュしてもらい、子どもたちへの

関わり、指導、学力向上に還元していただきた

いと思っております。中学校の教員で一番負担

となっているのが部活動です。本市では、教員

の代わりとなる部活動指導員を32名配置して

おります。さらに、本年度、県のモデル事業と

して双葉台中学校で、休日の部活動をＮＰＯに

委託する地域部活動を実践しております。その

ほか、篠﨑先生に御協力いただき、学校弁護士

相談事業や、６月１日から全校に自動音声応答

装置を導入し、勤務時間外や週休日等の電話を

自動音声に切り替え、緊急時には、水戸市役所

に連絡が入るような仕組みを整えました。

　次に、学力向上についてですが、水戸市内に

は倍率の高い高校が多くございます。児童生徒

の学力向上には、教員の授業力向上が大きく関

わっていると思います。本市は、令和２年４月

に中核市になったことから、本市独自に研修を

実施しており、総合教育研究所において、授業

改善や教員のフォローに当たっております。

　次に、ＡＩドリルと連携した学びの診断では、

本市では、既に１人１台教育用タブレット端末

を整備し、授業で活用しております。今年度は、

本市独自に小学５年生と中学２年生を対象とし

た総合学力調査を実施します。その結果をもと

に、児童生徒の学力の定着状況に応じて問題が

出題されるＡＩドリル学習に取り組むことで、

個別最適化された学びを保障してまいります。

　また、全ての普通教室に大型モニターを設置

し、授業において、グループで話し合い、まと

めた意見を映し出し発表することで、協働的な

学びを深めます。

　本市では、学校教育のほか、生涯学習や歴史、

文化などの社会教育分野でも様々な事業を展開

しており、御紹介をさていただきたかったので

すが、お時間となりましたのでここで終わらせ

ていただきます。

　本日は、御清聴ありがとうございました。

【卓　話】 水戸市の教育行政について 水戸市教育委員会教育長　志田　晴美	氏



５月第３例会 司会　岡本委員例 会 報 告

◇ ゲスト紹介

水戸市教育委員会	 教育長　志田　晴美	氏

水戸市教育委員会事務局	教育部	教育企画課

課長補佐　安田　理恵	氏

◇ 新会員紹介

◦木梨　正之（銀行業）S41.12.14生

　㈱筑波銀行	水戸営業部　部長

　この度は歴史と伝統ある水

戸ロータリークラブに入会さ

せていただき大変ありがとう

ございます。私は幼少のころ

から野球をしたりサッカーを

したり体を動かす事が大好き

でした。その精神を基に奉仕活動に邁進したい

と思います。どうぞよろしくお願いいたします。

（推薦者　豊﨑（繁）会員・牧会員）

◦宮﨑　雅彦（廃棄物処理）S39.5.16生

　㈲地域整備開発研究所　取締役社長

　この度は歴史と伝統ある水戸

ロータリークラブに入会させ

ていただき有難うございます。

一生懸命頑張りたいと思いま

すのでどうぞよろしくお願い

いたします。

（推薦者　大久保会員・横須賀（満）会員）

◦小野瀬貴久（公認会計士）S62.6.6生

　小野瀬・木下税理士法人	小野瀬公認会計士事務所

　代表社員税理士　副代表

　この度は入会をさせていただ

き誠にありがとうございます。

まだまだ若輩でありますが、

会務には真摯に努めたいと思

います。この後ともよろしく

お願い致します。

（推薦者　寺門会員・内藤会員）

◇ 会長の時間

内藤会長

　本日ご入会の、木梨さん、宮﨑さん、小野瀬

さんおめでとうございます。心から歓迎申し上

げます。３名入会で会員数121名となり、今年

度会員数ピークとなります。23日㈰、当地区

大会がつくば市ノバホールにて開催されました。

水戸ロータリークラブからは、井上パストガバ

ナー、大久保会員、私と香嶋幹事の４名が参

加、他の皆さんはオンラインで参加いただきま

した。新井和雄ガバナーエレクトから９月12

日実施予定の茨城海岸美化プロジェクトのご提

案がありました。大久保博之ガバナーノミニー・

デジグネートのご挨拶もありました。さて本日

は、卓話講師として水戸市教育委員会教育長の

志田晴美様にお越しいただきました。お忙しい

ところありがとうございます。志田教育長とは、

私が県教育委員に就任した平成27年に、志田

さんが県教育庁総務課長時代からのお付き合い

になります。時間の都合上、先に私から志田さ

んのご紹介をさせて頂きます。志田さんは昭和

34年お生まれの62歳。昭和59年に茨城県庁に

入庁以来、一貫して教育庁に在籍。平成29年

に教育庁総務企画部長、平成31年３月定年退

職後、同年４月より公益財団法人茨城県教育財

団副理事長、令和元年12月より水戸市教育委

員会教育長にご就任されています。豊富なご経

験と実行力、人情味あふれるお人柄を兼ね備え

た教育行政のプロでいらっしゃいます。本日は

『水戸市の教育行政について』卓話をいただき

ます。よろしくお願いいたします。水戸市は感

染拡大指定期間が明日26日でやっと解除にな

ります。来週から食事のできる通常例会スタイ

ルに戻ります。ただし油断なくお過ごしいただ

くことを切にお願い申し上げます。

◇ 出席報告

後藤委員長

会 員 数 出 席 数 欠席数 本日の出席率

121名 85名 36名 75.22%

前週訂正出席率　86.11%

◇会員メークアップ

5/18	 2700	Japan	O.K.ＲＥＣ　小宅　敦雄



5/19	 北海道2500ＲＥＣ　磯﨑　寛也

5/20	 土浦ＲＣ　井上　壽博

5/23	 第2820地区　地区大会

　　　　井上　壽博、大久保博之、内藤　　学

　　　　香嶋　　貴

5/24	 北海道2500ＲＥＣ　磯﨑　寛也

◇ にこにこＢＯＸ

	 齊藤（佳）委員長

木梨会員……本日から入会致します。よろしく

お願いします。

宮﨑会員……よろしくお願い致します。

小野瀬会員……本日入会させて頂きます。どう

ぞ宜しくお願い致します。

内藤会員……木梨さん、宮﨑さん、小野瀬さん

ご入会おめでとうございます。

横須賀（満）会員……宮﨑君をよろしくお願いし

ます。

大久保会員……宮﨑雅彦会員の入会をよろしく

お願いします。

豊﨑（繁）会員……本日入会します木梨さんをよ

ろしくお願い致します。

高沢会員……新会員の皆様入会おめでとうござ

います。年度末の５月に３名もの入会ありが

とうございます。

川名会員……宮﨑さん入会おめでとうございます。

片岡会員……本日入会の３名の皆さん、ご入

会おめでとうございます。つたないオリエン

テーションありがとうございました。

岡﨑会員……次年度に向け、忙しくなってきま

した。

清水会員……米山よろしくお願いします。

小田部会員……茨城ロボッツ、大健闘でした。

小泉会員……ワクチンの予約ができました。

黒田会員……コロナ撃退 !!

山口（政）会員……早く皆さんと一緒に自転車に

乗りたいです。

荒川会員……コロナに負けずがんばりましょう。

渡辺（孝）会員……コロナワクチンの接種率が上

がることを願います。

工藤会員……感染拡大市町村の水戸市が解除に

なります。

関根会員……小野瀬さん入会おめでとうござい

ます。楽しくやっていきましょう !!

畠山会員……運動会無事開催できました。

細井会員……誕生日祝ありがとうございます。

荻原会員……来月、妻誕生日です。いくつにな

るのか不明ですが。

本日の合計 23件 140,000円

５月の合計 57件 315,000円

累　計 446件 　2,536,000円

例　会　予　告

６月８日（火）
卓話「今年度を振り返って」

岡﨑恵一郎	会員組織委員長
川名　信博	クラブ管理運営委員長

６月１５日（火）
卓話「今年度を振り返って」

小櫃　重秀	職業奉仕委員長
長野　久嗣	社会奉仕委員長

６月２２日（火）
卓話「今年度を振り返って」

篠﨑　和則	青少年奉仕委員長
荻原　　武	国際奉仕委員長

週報担当　白田　礼治	委員長

……　例会欠席の方は、４日前までに事務局までご連絡下さい。……

学校　とかけて　最近やたらと物忘れの

多い自分　とときます

その心は　どちらも　ロウカ（廊下・老化）

は静かに進むものです

●今週の謎かけ●

2820地区 地区大会へ参加した、内藤会長、井上会員、
大久保会員、香嶋幹事


