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Innovation for the Rotary club ロータリーに新風を 2012 年 6 月のロータリーレートは １ドル＝ 80 円

金沢百万石

ガバナーからの最後の手紙 「国連教育白書」 炭谷亮一
最近の国連の教育白書では、世界で最も優秀な大学 20 校の内、アメリカの大学が実に 17 校

を占めている。

ハーバード・MIT・コロンビア・スタンフォード・カリフォルニア・ペンシルベニア・プリン

ストン・イエール・カリフォルニア工科大学などである。アメリカの力の根源にあり、その軍事

的象徴が世界最初の原子力爆弾だが、マンハッタン計画の責任者、アメリカ陸軍グローブ大将が

最も頼りにしたのは、シカゴ大学とコロンビア大学の研究室だった。アメリカの科学技術のネッ

トワークはアメリカの大学のネットワークそのものである。

前述の大学が中心となってアメリカの産業技術を開発している。アメリカの技術の中核は大学であるというこ

とが出来る。

アメリカの優秀な大学の多くは私立大学まであり、アメリカの国家に動かされているのではない。ハーバード大

学のようにアメリカという国の誕生する前から存在している大学もある。ハーバードやイエールなどの私立大学

は財政的にまったく国家に依存していない。

これらの大学は、自らの政治力で議会を動かし企業に働きかけて資金を集めている（勿論成功した卒業生から

莫大な寄付もある）そういった大学の在り方と企業のかかわりが、アメリカの大学を技術ネットワークの中心的

な存在にしているようである。このネットワークがアメリカの科学技術を常に革新し拡大し続けている。アメリ

カの大学は、アメリカの産業界、企業と大学を密接に結びつける役割を果たしていることが特徴である。

アメリカでは、企業活動と大学の研究開発は表裏一体となし、政府の枠を超えてアメリカを豊かにしようとし

ている。ちなみに、国連が挙げている世界の優秀な 20 の大学のあと三つは、イギリスのオックスフォード大学、

ケンブリッジ大学そして我が日本の東京大学である。

東大は国立行政法人移行後、企業と結びつきを強め、国家の枠を超えたものとなりつつあるようだ。つい先ご

ろまで日本では国立大学が、実際の企業活動に関わりあうことは違法行為とすら考えられてきた。こうした考え

があったために、日本では新しい機材や医療技術・薬品な

どの開発が遅れていたわけだが、最近はアメリカ型の産学

共同のシステムを取り入れた結果として、東大が世界の優

秀 20 の大学の一つに数えられることになった。強い力で

世界を引っ張って行くアメリカの原動力は、教育機関であ

る大学が社会のネットワークの要素として活動しているこ

とが大きな原因である。
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京都北東：炭谷 杵屋 水野 高崎： 石丸 村田 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
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E-mail khrc@quartz.ocn.ne.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www17.ocn.ne.jp/~hrc/
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休日（土日祝日) 魏幹事 09037629170 宮永副幹事 09020331766

クラブ例会予定 2011-2012 年度

6/23(土)今年度会長幹事慰労会（湯涌温泉湯の出）

6/28 23 の振替で休会

7/５ 北山会長所信表明

7/12 ﾁｭｰﾘｯﾌﾟﾃﾚﾋﾞ報道制作局 柴田恭子様

7/19 米山奨学委員長 若野恒彦様
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「点 鐘
ロータリーソング

『手に手つないで』

四つのテスト

会長 挨拶 今日

は、夏至の日です。

休みにはならない

ので、余り目立た

ない日ですが、何

となく昔から好き

な日です。今度の土曜日の会長・幹事慰労会が最終例会扱いなので、最終の挨拶は、次回に申し上げます。ゲス

トを紹介します。バンドネオンの力石裕澄美様、前田有加里様です。後ほど、演奏をよろしくお願い致します。5
ヵ年皆出席の顕彰をします。炭谷ガバナーです。

ゲスト紹介 （卓話者）バンドネオン 力石 裕澄美 様 前田 有加里 様

米山奨学生 郭 蒓 様 奨学金の支給

皆出席顕彰 ５ヵ年 炭谷

亮一ガバナー 2 ヵ年 岩倉

舟伊智会員(欠席）

炭谷亮一ガバナー：西村邦雄会長

一年間本当にご苦労様でした。花

束の代わりにお好きなお酒を持っ

てきました。どうぞ。私のとなり

の焼酎です。オンザロックロックと美味しいです。

《食 事》
幹事・委員会報告

北山吉明エレクト：① 2012 ～ 13 のクラブ予算ですが、会費納入の際に地区大会費として例年一人

5,500 円を一緒に納めていただいていますが、今年も全員登録を建前にして同様にします。

② 2011 ～ 12 会長幹事慰労会新入会員歓迎会を 6/23 湯涌温泉湯の出で致しますの

で、お忘れなく。

ニコニコＢＯＸ ¥9,000- 本年度 ¥665,500- 残高 ¥4,076,190-
西村会長：バンドネオンの皆様ようこそ。演奏楽しみにしています。 北山会員：力石ひとみさん、よう

こそ！｢カンパイ｣です。 炭谷ガバナー：23 日(土)で地区のすべての正式行事は終了です。ほっとしてい

ます。 藤間会員：バンドネオンどんな楽器か演奏楽しみです。郭蒓さんようこそ。 二木会員：京都造形

芸術大学 前田ゆかりさん、力石ひとみさん、ようこそ。バンドネオンの不思議な魅力をお聞かせ下さい。楽しみにしています。

講話の時間 「 バンドネオン演奏 」 力石 ひとみ（チカライシ ヒトミ）様
プロフィール：京都出身。５歳よりピアノを始

める。 バンドネオンを小松亮太氏の楽団などで活

躍する早川純氏に師事。 京都バンドネオンクラブ

の講習指導者の一人。 現在、大阪タンゴ主宰のミ

ロンガにて Tango Berretin（タンゴ・ベレティン）

のメンバーとしてレギュラー出演。タンゴユニッ

ト Sincopa（シンコパ）、月の虹他、様々なメンバ

ー、タンゴグループで、国内外数少ない女性奏者

として関西、北陸を中心に活動中。

演奏とトーク： バンドネオンはまだマイ

ナーな楽器で、アルゼンチンタンゴのために出来

た楽器です。音を出すボタンは右に 33 個、左に 38
個で計 71 個あります。第 2 次大戦で進歩が止まり、手に入れにくい楽器に

なりました。しかも壊れやすい楽器です。特にボタンが故障します。修理

の人は国内に 3 ～ 4 人しかいません。発明はハインリッヒ・ハント氏です。

曲目 両親の家、ヘンデルのサラバンド、バンドネオン、エルチョクロ、

思い出の日（北山会員歌う）

点 鐘

郭淳さん

がんばります。

週刊ポストに登場した 前田 有加里様

655 回

ホテル日航3F

2012 6.21（木）19:00
出席率 15/36 41.67 ％

５月修正出席率 76.23%


