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Innovation for the Rotary club ロータリーに新風を 2012 年９月のロータリーレートは １ドル＝ 80 円

金沢百万石

パストガバナーからのの手紙 炭谷亮一 ｢いじめの深層｣～その２解決編～

８月２５日、政府の自殺対策の指針となる新たな｢自殺総合対策大網｣の最終案が発表され、この内の｢子ども向

けの主な施策｣を見て思ったことだが、努力の跡は見られるが、この程度の対策ではいじめによる｢子供の自殺｣は

なくならないと思う。肝心要の点がすっぽり抜け落ちている。抜本対策になっていない。私は現在の学校教育制

度(主として小中学校)を第３者的立場から見ていて、いかに大金を積まれようと絶対に教職員にはなりたくない

と考えている。何故なら、教職員には児童・生徒に対する責任のみが存在し、権限などほとんどないに等しい状

態と言える。

一般社会では責任と権限は表裏一体であるのが常識なのに、教職員には責任のみが存在する。こんなばかげた仕

事はやりたくないと思うのが一般的であろう。

文科省と日教組の６０数年にわたる闘争の歴史は、児童・生徒の｢実地教育論｣をほとんど抜きにして、イデオロ

ギーと経済闘争に終始していたと言っても過言ではないだろう。｢実地教育論｣を長年放置して来た結果として｢子

供のいじめによる自殺｣が激増して来た。かかる責任の所在は文科省と日教組にあり、両者は深く反省し、歩み寄

り｢子供のいじめによる自殺｣の完全防止を行わなくてはならない。振り返って見ると日本政府も日教組も｢一個人

の生命は地球より重い｣と空念仏の様にとなえ、そして実際に児童・生徒に学校教育の中で教えて来たではないか、

この点の重みを両者ともしっかり噛みしめ、相互に信頼関係を築いて、肝心要な重要な点である個々の教職員に

確固たる権限を与えなくてはならない。いじめの｢本家・本元の児童・生徒｣には親との三者面談にて効果的な助

言もしくは警告を行い、それでも効果が見られない時には、義務教育であっても一定期間(１週～３ヶ月)の停学

を命ずる権限を個々の教職員に与える。これに付随して｢落

ちこぼれ｣｢学級崩壊｣｢校内暴力｣に対しても一切許さない

との強い姿勢を持ち、放課後に補習や三者面談を行いしっ

かり指導すべきである。今までのようないわゆる公務員的

な姿勢を教職員は改める必要がある。又必要な学力に達し

ない児童・生徒に対しては三者面談の上義務教育であって

も留年の選択肢も視野に入れて対処すべきである。

学校における暴力行為更にはいわゆる犯罪行為に近いもの

に対して手に余る案件に関して躊躇することなく警察力に委ねるべきである。
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クラブ例会予定 2012-2013 年度

9/ 6 ガバナー補佐訪問

9/13 浅田 正文様

9/20 中尾哲雄ガバナー公式訪問

9/27 小幡 謙二氏（香林坊 RC）
10/4 高仲 強氏(金沢大学附属病院放射線治療科)
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実は学校教育をスムーズに安定的に行うにはもう一点改革すべき点がある。学校教育における児童・生徒の評価

をどうするかとの問題であるが、私はもっと細部にわたり、教職員は厳正中立に個々の児童・生徒を確固たる基

準で評価すべきであり、実はここが最も重要な点である。この評価が中学校の内申書となり、高校入試は一般入

試を行わず中学校の内申書によってのみ合否を決定するシステムにしなくてはならない。

個々の児童・生徒のある意味では｢生殺与奪｣を担任の教職員が握ることとなる。結果個々の教職員の権限がしっ

かり担保され地位も格段に上がり、児童・生徒の家庭では親が｢学校では先生の言うことを良く聞いてしっかり勉

強するのですよ!!｣と言うほほえましい会話が復活して来るであろう。

これら教職員に付与された権限により、父兄による学校への理不尽な要求は激減し、モンスターペアレントは消

滅し、新型の教育ママの出現が見られるかも知れない。

最後に日本は国土は狭く天然資源に乏しい国であり、人材こそが日本を支える資源であり｢皆それぞれにしっかり

勉強し、将来あらゆる分野で地道に一生懸命働く必要がある｣ことを子供の時から、学校教育の中でしっかり教え

込む必要があると考えている。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

点 鐘 ．
SONG
『それでこそロータリー』
四つのテスト
北山吉明会長 挨拶：ロータリー

の友 8 月号に、福島県飯館村の村長、

菅野典夫氏が地区大会の特別講演に

てお話しした内容が掲載されていま

した。その文章に心深くうたれまし

た。ご存知の通り飯館村は福島原発事故で全村避難を余儀

なくさせられた村です。日常を奪った原発とそれを許してきた国には深い恨みを持つものの、そんな中で、安全

で安心できる飯館村の復興を自らの力で作り上げようと日夜取り組んでいるお話です。

菅野氏は、日本の近代史を振り返り、明治維新では武士が滅び、太平洋戦争では軍人が滅んだ。そして、今回

の東北大震災と原発事故を契機として滅んでいくもの、それは「時代の流れを読めない人々」であると考察して

います。日本の国は今大きな転換期に立たされている。いままで当たり前のように存在してきたものが、今後そ

のまま持続するといった、漠然とした安心感や、このままで良しとする硬直した考えは捨てるべきだと警告して

いる。そして、どんなことにも対応できる柔軟な多様性のある考えを持って時代を見ないと、我々は滅びる、と

いう。

すこしまえ、僕は「壊さなければ生まれない」という標語を地区大会のスローガンとして応募したことがある。

東北大震災で悲しいことだが、日本の様々な仕組みが大きく壊れてしまった。今こそ、この機会をとらえ、新し

くて住みよい日本人の為の国づくりが行われて欲しい。その意味で、この言葉の大切さを今もあの頃と同様に確

信している

ゲスト紹介 （卓話者）竹田 理琴乃 (りこの)理琴乃 様、

（米山奨学生） 郭 蒓 様 奨学金の支給

ビジターの紹介

金沢東 RC 松木 浩一 様

金沢みなと RC 松川 篤裕 様

石丸 恭子（たかこ）令夫人 村田 順子 令夫人

《 食 事 》

幹事報告・委員会報告
藤間勘菊ロータリー財団、米山委員長：先日、米山の件で富山に

行きましたら、米山奨学生 800 人のためには

本年度と昨年度は 13 億円しかあつまらず、

実際は 14 億 500 万円が必要でしたので 26 億

の積み立て金から崩しました。そこで次年

度からは 700 人分しか用意出来ません。800
人のために、全国の 9 万人の会員が 16,000
円／年でお願いしたいとの事です。 他の

クラブでは会長、副会長、幹事が特別寄付

をしているところもあります。このクラブでは西村邦雄前会長が 2 回なさっています。本ク

ラブでは個人にすると負担が大きいと思いますのでお一人 16,000 円／年お願いします。又

奨学生にはこれから卒業後の目的も参考にしたいとの事でした。 （前回の報告ついて 一部詳細に記載）

（米山奨学生）郭 蒓 様

志賀原発のことついて、これからも米山奨学

生としてがんばります。

665 回

ホテル日航金沢３Ｆ

2012 8.30（木）19:00
出席率 19/35 54.29 ％

7 月修正出席率 70.00%
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ニコニコ Box ¥9,000- 本年度 ¥113,000- 残高 ¥4,189,879-
北山会長：竹田理琴乃さん、美しいピアノ聞かせてね。ようこそ！ 石丸会員：竹田理琴乃さんの

御発展を祈って。また本日は楽しみです。 杵屋会員：理琴乃ちゃんお久しぶりです。今日の演奏

楽しみにしています。 東海林会員：先日、東京世田谷中央ロータリークラブにメイキャップし

て来ました。今日は、竹田理琴乃さんの演奏を聴いて下さい。 炭谷会員：本日の演奏楽しみにし

ています。竹田様ようこそ。

講話の時間 ピアノ演奏 竹田理琴乃(りこの)様
プロフィール：１９９３年生まれ。

４歳より東海林也令子氏に師事。

０３年ピティナ・ピアノコンペティション B 級全国大会金賞。

０４年全日本学生音学コンクール小学校の部全国大会１位。

０７年ショパン国際ピアノコンクール in ASIA コンチェルト B 部門アジア大会金賞、併せてヤマ

ハ賞、依田巽賞受賞。受賞者記念コンサートにてローランド・バーダー指揮、ポーランドクラク

フ室内管弦楽団と共演。

０８年北陸新人登竜門コンサートのオーディションで優秀

者として選ばれ井上道義指揮、オーケストラ・アンサンブ

ル金沢と共演。

１０年全日本学生音楽コンクール高校の部全国大会１位。

０５～１２年いしかわミュージックアカデミー・マスター

クラス受講。０６年に奨励賞、０７年に IMA 音楽賞受賞。

０８年～１２年ラ・フォルジュルネ金沢、芸文協コンサー

ト「ピアノ物語」等、他多数のコンサートに出演。

演奏曲目
ラヴェル：鏡より｢悲しい鳥たち｣

リスト：ハンガリー狂詩曲第 2 番

アンコール：

リスト：オーベルマンの谷

素晴らしい演奏に大きな拍手

多くの質問あり： どのように練習しましたか？ ポ－ラン

ド留学のための語学勉強などは？

点 鐘
元気に空路ラオスに向け中村会員と小山さん出発

9 月 2 日(日)2610 地区主導のラオスの農業支援活動の為に野々市ＲＣの中村会員と農業ボランティアの栃木出身の

小山さんが元気に空路ラオスに向け出発しました。多数の野々市ＲＣ会員と岩倉氏と炭谷が見送りました。

（小松空港にて）
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至急！ ラオス農業支援センターの開校式について
９月 28 日にラオス農業支援センターの開校式を行います。参加者を募集しております。日程等に関しまして

は、事務局へご連絡頂ければ例会時に日程表等お渡しします。

（9 月 26 日 22:30 関西空港出発 9 月 30 日 16:00 関西空港到着）

現在のところ、岩倉会員、米山委員長 若野会員(高岡ＲＣ)、炭谷の３名が参加予定です。航空便の座席数に限

りがありますので、お早めにご連絡下さい。炭谷 亮一

世田谷中央 RC を訪問しました。
2012.9.3（火）12:30 ホテルニューオータニ・ガーデンコートにて

例会には 4 名の親クラブの世田谷 RC の方が出席されました。 例会のあと Katos Dining で近藤禎夫会長、田北、

関、橘、坂本の各会員の方々と懇談しました。一時はクラブ解散の話しもあり、数名の退会もあり大変ではあり

ましたが、、６名の新会員の増強もあり、話題は明るい様子です。 石丸幹夫

ＮＥＷＳ リニューアル東京駅

国の重要文化財、赤煉瓦の駅舎、約 100 年、時代を超えて親しまれた名建築、

関東大震災にも耐えたが、太平洋戦争の空襲では大分破壊された。今年 10 月、

いよいよ 5 年にわたった保存復元工事が完了し、創建当時の威風堂々たる姿が

よみがえる。

東京駅は、日本が日露戦争に勝利し、欧米列強と方を並べる大国になったと

の意識が高まる中で建設された。中央に皇室専用の出入り口を設け、皇居と向

き合う様に建てられたことに、国家の威信を示さんとする思惑が強く感じられ

る。

これからは集う駅として食事やショッピング、芸術鑑賞まで楽しめる文化的空

間として生まれかわる。

（東京駅を作ったのは肥前国唐津藩 辰野金吾）

Rotary Readership Institute ロータリーリーダーになるための国際的教育機関

ロータリーリーダーシップ学会（RLI）は多くの地区が対照です。そして、会員地区の

草の根のリーダーシップ開発計画が世界のいろいろな地域に組織されています。

このプログラムは国際ロ－タリーの公式プログラムではなくて、その支配の下にありま

せん。

RLI は、その会員地区でロータリークラブに将来のクラブ・リーダーシップ（クラブ会

長として）への可能性があるように見えるそれらのロータリークラブ会員を特定して、

ボランティア組織でとても重要なロータリー知識とリーダーシップ技術で良質な教育を

提供させようとします。

オンラインのため会費を必要とします。

http://www.rotaryleadershipinstitute.org/ をみて下さい。

近藤禎夫会長 新入会員をむかえて 例会風景


