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言行はこれに照らしてから

１．真実かどうか
２．みんなに公平か
３．好意と友情を深めるか
４．みんなのためになるかどうか
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本日のプログラム
平成２９年９月６日第８２５回
ソング「君が代」「奉仕の理想」
会長の時間
幹事報告
委員会報告
ニコニコ箱報告
出席報告
卓 話：地区増強副委員長

次回のプログラム
９月１３日 地区クラブ奉仕委員長
矢倉 甚兵衞様
２０日 地区情報規定委員長
北岡 満様
２７日 広川町教育委員会

小池佳史様（御坊東RC）

前回の報告（第８２４例会）
開 催 日 平成２９年８月３０日（水）
点 鐘 大 浦 会 長
ソング「それでこそロータリー」
ゲスト 糸我小学校 校長 和田啓次郎先生
●会長の時間●大浦 輝彦会長
皆さんこんばんは、
本日もご出席ありがと
うございます。先週は
ガバナー公式訪問を無
事終えられました。皆
様ご協力ありがとうご
ざいました。
先日、テレビを見て
いますとアメリカで最
高額の宝くじ当選
ニュースを放送してい
ました。金額は１人が手にする金額としては史上
最高となるおよそ８３０億円の当選券が出たと発
表されていました。「パワーボール」と呼ばれる
アメリカの宝くじで、１枚２ドルで６つの数字を
選び、当選者が出なければ賞金は繰り越されるそ
うで、この２か月余り大当たりがなく、史上２番
目に高額となる７億５８７０万ドル（日本円にし
ておよそ８３０億円）にまで膨れあがっていたよ

うです。これまでの最高額の賞金は、去年１月に
同じ「パワーボール」で出た１５億８６００万ド
ル余りでしたが、３枚の当選券が出たため、金額
は分割されていたため、１人が手にする金額とし
ては今回が史上最高と成ったようです。当選券
は、アメリカ東部、マサチューセッツ州の女性で
「まさに夢物語です。昨夜は何も手につきません
でしたが、今日になり、『これは現実だ。私が当
せん者だ』と、ようやく実感しています」と、コ
メントし、勤務している病院を早期に退職したい
と話していていました。本当に羨ましい限りで
す。
９月２日は「宝くじの日」です。日本での宝く
じは昭和２０年７月に戦争中であったため、勝利
の 祈 り を 込 め て「勝 札」と し て 発 売 さ れ ま し た
が、８月の抽選を待たずに終戦となったため「負
札」と皮肉られたそうであります。
その年の１０月、装いも新たに「宝籤」として
登場!! 偽物が出るほどの人気であったようで
す。１枚10円で発売されて、1等賞金が10万円で、
当時は食料欠乏が著しくお金より物といった世相
を反映して、賞品に純綿カナキンやタバコが付い
たみたいです。当時の物価は厚生省指導による6坪
の組立住宅が1500円、白米1升(ヤミ値)70円、大根
1貫目8円、東北本線沿いの耕地1坪3円50銭と書か
れていました。
その後、昭和22年に1枚50円で発売され特等賞金
が100万円に、昭和29年には1枚100円で発売され1
等賞金が400万円と上昇を続けて、平成25年、数字
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選択式宝くじ｢ロト7｣では8億円、平成27年、年末
ジャンボ宝くじで1等賞金7億円(前後賞合わせて10
億円)と進化を続けています。
宝くじ公式サイトに、｢宝くじ長者白書｣なるも
のが掲載されています。内容を読ませて頂きます
と、高額当選は性別で見ると男性(63%)女性37％で
血液型はＡ型→Ｏ型→Ｂ型と続いて年齢は60歳以
上が男女ともにトップのようであります。
職業別では会社員がトップで、イニシャルでは男
性がＫ．Ｋさん、女性がＭ．Ｋさんとなっていま
して、最後に星座が水瓶座の方が最も多かったよ
うです。
皆さん一度御覧頂きまして高額当選者を目指して
購入されるのも楽しいかもしれません。
ロータリーの話に戻りまして、明日で8月も終わ
ります。8月は会員増強月間でありました。残念な
がら今のところ会員増強には至っていません。名
前が上がりました方への入会のすすめをしっかり
継続して行って頂きたいと思います。先週のガバ
ナー公式訪問で岡本ガバナーからも話が有ったよ
うに、今年度有田2000ロータリークラブ重点取り
組み項目である20周年20人を確実に達成するた
め、川島委員長を中心にしっかりプランを立て全
員参加でよろしくお願いいたします。以上で会長
の時間を終わります。ありがとうございました。
●幹事報告●辻本正成君
◆例会変更（掲示）
◆和歌山県より麻薬・覚せ
い剤乱用防止運動の実施
について
◆ガバナー公式訪問お礼
（回覧）
◆インターアクト国際交流
親睦会のご案内
◆地区大会記念ゴルフ大会
開催のご案内（回覧）

前

任君：糸我小学校 校長 和田先生、お忙
しいところ有難うございます。
上田益稔君：和田先生、本日はお越し頂きありが
とうございます。

●卓話●
「糸我小学校の特色ある取り組み」
有田市立糸我小学校
校長 和田 啓次郎 先生

糸我小学校は今年で
創立１４１年目を迎え
る児童数80名、職員数
16名（非常勤職員を含
む）の小規模校です。
学校規模では有田市内
７小学校中最も小さ
く、有田地方２４小学
校中１４番目の規模と
なっています。
小規模校である本校
は、そのメリットを最大限に生かし、活力ある学
校を作り、児童達の知・徳・体のバランスのとれ
た成長を実現するため様々な実践を行っています
が、その柱となっている特色ある取り組み３点を
ご紹介させていただきます。
特色①図書館教育の充実・活性化
本校では学校図書館がもつ読書センター、学習
センターとしての役割を充実・発展させ児童達の
学力向上と豊かな心の育成に取り組んでいます。
一例を挙げると各教員が授業の中で子供たちを学
校図書館に連れて行き、蔵書を活用し教室での学
習内容をさらに掘り下げて調べたり、学習内容に
関連する本を読ませたりという発展的な学習に特
に力を入れています。また、各教科の学習に関係
する本を、常に各教室にも陳列し、常時子供たち
が自由に手に取って見られるようにしています。
●出席報告●
本の読み聞かせや貸し出しも大変盛んで、昼休み
だけでなく放課後も図書室を開放しています。こ
会員数
出席者数
出 席 率 れらの活動には本校学校司書や教員だけでなく、
図書ボランティアとして参加していただいている
本日の出席 １７名
１１名
６４．７４％ 地域住民有志の方々にも大変協力いただいていま
す。その結果、本校児童は全国学力・学習状況調
８／９
１７名
１６名
９４．１２％ 査の児童質問紙 調査（生活アンケー ト）で は、
「１日平均読書時間」「図書館利用回数」「読書
●ニコニコ箱報告●
は好きか」等の質問項目では全国平均、本県平均
大浦輝彦君：みなさんこんばんは！和田先生、本
を大きく上回る好ましい数値が出ています。
日はようこそおいでくださいまし
また、少し前になりますが平成２４年度には図
た。卓話よろしくお願い致します。
書館教育で文部科学大臣表彰も受賞することがで
辻本正成君：和田先生、本日卓話よろしくお願い
きました。学校図書館の蔵書の数も、約６５００
します。
冊と児童数８０名のわりに大変多いですが、中に
寺村公博君：和田校長先生、ようこそおいでくだ
は古い本も多く、蔵書の計画的な刷新が喫緊の課
さいました。宜しくお願い致します。
題と考えています。
樋口 明君：糸我小学校 校長 和田先生、本日
特色②地域に開かれた学校作り、地域連携の積極
はお忙しい中お越しくださり有難う
的推進
ございます。仕事の都合で出席でき
人は人との関わり、交わりの中で育つという観
ませんが、宜しくお願い致します。
２
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点からすると、教職員数の少ない本校のような小
規模校では、学校だけの取り組みでは児童の知・
徳・体のバランスのとれた健全な育成には自ずと
限界があると考え、開かれた学校作り（学校を外
部に開き、地域の方々や外部関係機関と連携した
取り組みをできるだけ多く行うこと）に意識的に
努めています。学校だけでがんばるより、地域社
会と協力して子供を育てる方がずっと効果的でメ
リットは大きいと考え、各種出前講座・出前授業
も活用し、地域住民、各種関係機関を始め外部の
人々をどんどん呼び込むことや、子供と教員がど
んどん地域に出て行って、地域の行事、活動に積
極的に参加することに意識して取り組んでいま
す。
その点で、本校の取り組みで最も知られている
のは糸我地区青少年育成会をはじめ市や県の関係
部局のサポートを受けながら１７年間続いている
「田んぼの学校」の取り組みですが、他にも「自
然 探 検 隊」「芋 茶 粥 の 集 い」「伝 統 芸 能 保 存 活
動」「水生生物観察会」「おもしろサイエンス教
室」「地域の夏祭り」等々への児童、教職員の積
極的な参加にも取り組んでいます。
特色③縦割り児童集団（異年齢児童集団）活動の
積極的な推進
本校では、日々の当番活動、児童会活動や運動
会等の行事において縦割り児童集団（異年齢児童
集団）が大変盛んですが、その中で最も有名な取
り組みは今年で３３年目を迎えた縦割り児童集団
（異年齢児童集団）で実施する春の遠足（糸我峠
越えで栖原海岸まで往復１０Ｋｍを歩く遠足）で
す。確かに、低学年の児童達にとって糸我峠越え
の１０Kmの遠足は大変ハードですが、高学年の児
童や教職員らに励まされ、助けられながら全行程
を歩ききることは低学年の児童達にとっては大き
な自信と成長につながります。また高学年の児童
達にとっても、ただ歩くだけではなく低学年の児
童達を思いやり、サポートしながら歩ききること
で、高学年としてまた学校のリーダーとしての大
きな自信と自覚につながります。毎年、遠足の後
で学校に戻ってきた児童達は、どの子も達成感と
自信に満ちあふれた顔であることが大変印象的で
す。
今後とも、本校では児童達の成長に有益と考え
られる取り組みを学校教育活動の中にどんどん取
り入れ、児童達の知・徳・体バランスのとれた健
全な成長を目指していきたいと考えています。
有田２０００ロータリークラブさんで今後何か
催し物等を計画し、児童達の参加が必要で、それ
が児童達の成長にとって有益だと思われる時、児
童達に活動のチャンスがある時は是非本校にお声
がけください。よろしくお願いいたします。
今回は、高額な図書費の寄贈をいただき、本当
にありがとうございました。有効に活用させてい
ただきます。ご清聴ありがとうございました。
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