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Innovation for the Rotary club ロータリーに新風を

金沢百万石

１２月のロータリーレートは, １ドル＝ 78 円
ガバナーからの手紙 炭谷 亮一

世界の一流大学
〈 フランス・グランゼコール 〉

グランゼコール（GE）は、フランス独自

のエリート養成校だ。現在その数 500、国内

には同じ高等教育機関として大学も併存して

いるが、GE 上位校のステータスは大学を凌

駕する。大学は高等教育の大衆化の拠点であ

り、無選抜の原則を貫く。「バカロレア」と

呼ばれる国の統一試験に合格すれば行きたい大学を自由に選ぶこ

とが出来る。

一方、GE は 1789 年のフランス革命後、指導者の資質を備えた

高級官僚の要請を目的に設立された。高等教育機関として、選抜

試験によって学生を受け入れ、高水準の教育を保障するのが GE
の定義で「少数精鋭主義」を掲げ、狭き門を突破した者に対し、

3 年間徹底したエリートに教育を施す。

中でも、「スーパーグランゼコール」と称される国立行政学院（ENA）出身者には、ジスカール・デスタン、アラ

ン・ジュペなど歴代の大統領や首相経験者が名を連ねる。主要企業のトップの多くも、GE 出身者が占める。日産

のカルロス・ゴーンは、エコール・ポリテクニークとエコール・デ・ミーヌという二つの GE を卒業している。

上位校の出身者の結びつきは強く、就職時にそのネットワークが協力は武器となる。GE の売りは、「丁寧さと実学

重視の姿勢」このため、民間出身の教官は、約 50 ％に達する。学生にインターンシップを義務づけるのも「実学

重視」の表れだ。3 年間の在籍期間のうち夏は、インターンシップに費やす為、バカンスは取れない。現在のフラ

ンスの若手層の雇用環境は、極めて厳しい。しかし、GE 上位校では、ほぼ 100 ％就職できる。

就職率の高さの背景には、厳しい競争をくぐり抜けてきた GE 卒

業生の持つ強靱な精神力や勤勉さなどを企業側が買っているとい

う面もある。エリート主義批判も根強く GE 出身者が常に固まっ

て行動するといった「閉鎖性」を指摘する声もあるが、フランス

の高等教育のシステムが大幅に見直されることはないだろうと。

2012 ～ 13 年度の

川きよみ幹事 北山吉明会長

野城勲エレクト
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2011 ～ 2012
(役員） 会長：西村邦雄 ｴﾚｸﾄ：北山吉明 副会長：野城 勲 幹事：魏 賢任 副幹事：宮永満祐美

前会長 藤間勘菊一 会計：竹田敬一郎 SAA：若狭 豊

（理事）クラブ管理運営委員長：村田祐一 副：上杉輝子（親睦：上杉輝子 プログラム：杵屋喜三以満

SAA：若狭豊 ニコニコ：土田初子 友好・ｸﾗﾌﾞ細則：藤間勘菊 奉仕プロジェクト委員長：多田利明

副：後出博敏（職業：申 東奎 社会：若狭豊 国際：藤間勘菊 ﾗｵｽ IT ｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ：炭谷亮一）
会員組織委員長：金沂秀 副：相良光貞 （会員増強修練：二木秀樹）

ロータリー財団委員長：木場紀子 副：江守道子（ロータリー財団・米山：吉田昭生 年次寄付：西村邦雄）

広報委員会委員長：永原源八郎 副：谷伊津子（広報：東海林也令子 ロータリー情報：大沼俊昭

会報：石丸幹夫) 常任理事： 石丸幹夫 ★太字：理事役員

長期姉妹クラブ担当 南光州：金 石丸 申 岩倉 江守巧 村田 東京世田谷中央：炭谷 岩倉 石丸 木村幸生 藤間

京都北東：炭谷 杵屋 水野 高崎： 石丸 村田祐一 藤間 宮永

例会場 ホテル日航金沢 5F 〒 920-0853 金沢市本町 2-15-1 T076-234-11111 例会日時 木曜日 19：00
事務室 ライブ 1 ビル 2F 〒 920-0852 金沢市此花町 3-2 T262-2211 F262-2241 (事務局) 相川晶代

E-mail khrc@quartz.ocn.ne.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www17.ocn.ne.jp/~hrc/
事務局執務時間 月火水金 10：00 ～ 16：00 木 15：00 ～ 20：30 休憩時間 12：00 ～ 13：00 休日 土日祝日

クラブ例会予定 2011-2012 年度

12/1 年次総会

12/8 （木）慰労親睦例会 湯涌温泉 湯の出

12/15 平口泰夫様（平口泰夫建築研究所所長）

12/22 年忘れ家族例会 於：招龍亭
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点 鐘
国歌「君が代」SONG『手に手つないで』

四つのテスト
西村邦雄会長： 寒くなっています。風邪を

ひかれないように注意して下さい。今日は

年次総会です。北山次期会長に次年度のク

ラブ役員などの人事というか組閣を発表し

ていただきます。１年前に自分が同じ立場

だったのですが、早いものだとつくづく思い

ます。ゲスト紹介 土田陽智（あさと）ちゃん ビジターの紹介 なし今月の誕生者の紹介 なし

《 食 事 》
幹事報告・委員会報告

上杉輝子親睦委員長：皆さん今晩は いつもお願いばかりですが、12/8 は湯涌温泉

「湯の出」にて、地区大会ご苦労さん会をいたします。お返事まだの方や欠席の人は

都合つきましたら考え直して是非出席して下さい。

12/22 は「年忘れの会」をクリスマスをかねて行います。これにはビンゴゲームやオークションもし

ますのでお一人一点出品お願いします。 当日簡単な手品の方をお招きします。子供さんが喜ぶマジ

ックショウです。お早めにお返事お願いします。 場所は招龍亭です。

ニコニコ BOX ¥16,500- 本年度 ¥279,500- 残高 ¥3,551,010-
西村会長 北山会員、次年度宜しくお願いいたします。 魏幹事 皆様こんばんは。寒くなりましたが

風邪などひかないように過ごして欲しいと思います。来週の例会は地区大会の慰労親睦例会となりますの

で、多数のご参加を心よりお待ちしております。

石丸会員 地区大会も済んで一ヶ月、いよいよ次年度北山会長の準備ですね。しっかり増強したいと思い

ます。よろしく。 岩倉会員 次年度北山エレクトはじめ役員の皆様、次年度よろしくお願いします。野

城ノミニーにもご活躍を期待しています。 申会員 ご苦労様です。12 月 7 日（水）息子（長男）が東金

沢駅前ヴァリューイオンのテナントにてスマイル歯科を始めます。どうぞ宜しくお願いします。 炭谷ガ

バナー 本日ガバナー公式訪問、小松ＲＣで 65 クラブ終了しました。残すは、我クラブのみとなりまし

た。 藤間会長 12 月になりました。皆様、寒さも厳しくなり、お風邪も召しませんように。 宮永会員

先週お休みしました。地区大会のこともあと少しで終わります。皆様、ありがとうございました。

土田会員 今日は、家に誰もいないので孫の陽智（あさと）を連れて来ました。よろしくお願いいたします。

講話の時間 年次総会 『次年度の理事役員の承認』について
① 次年度の理事役員の発表・北山会長エレクト ② 次年度会長エレクトの承

認 野城勲会員 ③ 次年度理事・役員の承認 ④ 次年度北山会長（会長エ

レクト）より ⑤ その他

北山吉明次期会長 組閣ではありませんが、お手元の組織図に、お名前

がある所と無い所があります一応書いてあります所は電話などでお願いしまし

た。あと副委員長や委員を選びたいと思います。只、唯一迷ったのは副

会長です。宮永満祐美さんにお願いしたく思います。

クラブ管理運営委員会委員長（理事） 村田祐一 副 相良光貞

親睦 ○金沂秀 多田利明 杵屋喜三以満 木場紀子 辰己クミ

プログラム ○若狭豊 相良光貞 藤間勘菊 水野陽子

ＳＡＡ ○上杉輝子 杵屋喜三以満 藤間勘菊

ニコニコ ○井口千夏 東海林也令子 林克吉

友好 ○魏賢任 竹田敬一郎 西村邦雄

奉仕プロジェクト 竹田敬一郎 副 後出博敏

職業奉仕 ○土田初子 多田利明 江守巧

社会新世代青少年 ○武藤清秀 谷伊津子 大沼俊昭

国際奉仕 ○宮永満祐美 江守道子 林克吉 木村幸生

ラオス ○岩倉舟伊智 炭谷亮一 北山吉明

会員組織委員会 二木秀樹 副 江守巧

増強 ○岩倉舟伊智 金沂秀 魏賢任 石丸幹夫

ロータリー財団委員会 ○藤間勘菊 副 申 東奎

Ｒ財団・米山 ○藤間勘菊 木場紀子

年次寄付 ○北山吉明

広報委員会 吉田昭生 副 江守道子 広報 ○谷伊津子、永原源八郎 Ｒ情報 ○木場紀子

会報 ○石丸幹夫 点 鐘

司会 魏賢任幹事

野城 勲

次期会長エレクト

629 回 例会

ホテル日航 5F
2011 12.1（木）19:00

出席率 27/38 71.05 ％

10月の修正出席率 93.92%


