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Innovation for the Rotary club ロータリーに新風を 2012 年 11 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手紙 11/22 炭谷 亮一
｢ゆとり教育｣その５～橋下君なかなかやるな～

11 月 9 日に、橋下大阪市長が現在の小中学校では(土)(日)休校の週休２日制をやめ、以前の様に土曜日の午前中

の授業をパイロット６校で始めて、来年の新学期からは大阪市内のすべての小中学校に広めると発表した。土曜

日の授業は主として英語教育、社会人を招いての学習や通常の月曜から金曜の授業時間の中では実行しにくい校

外学習を行うと発表した。土曜日に真の｢ゆとり教育｣を行おうとしている。

過去を振り返れば、小中学校完全週休２日に合わせて、もう少しゆとりある教育をしよう、子供達の自主性を高

める教育をしよう、個性を尊重する教育をしようということで、学校での学習内容の量と質を２／３位に減少さ

せた教育を行って今日までやってきた。(例えば数学で円周率は３．１４ではなく３に省略して使用する等)。

しかし、以前には世界の学力テスト(ＰＩＳＡ)において日本はダントツの一位であった子供達の学力も、近年は

中国、台湾、韓国、シンガポールの後陣を拝するようになり、世間も文科省も慌てだし、昨年から学習の量・質

ともに以前の状態に戻し、又ゆとりのない教育へと変更した。

今日での文科省の小中教育の目標は

① 脱ゆとり教育

② いじめへの確固たる対応と生命の尊重の自覚

③ 自虐史観からの脱却と日本人としての誇りの自覚

④ 英語を使える日本人の育成と国際人となる必要性の自覚

であり、以上の方向に大きく舵を切ったと考えられる。

ところがこれらすべてを実行するには現在の授業時間内では無理があり、橋下市長は思い切って土曜日午前中

の授業再開に踏み切った(学期間の休みを短縮する手段もあ

るが)。私は橋下氏の行政手腕、実行力、突破力のすごさに

敬意を表したい。すなわち公務員(教職員)は一度手にした、

既得権は絶対に手放そうとしないのが常である。橋下氏の生

命を賭してでもとの情熱で｢日教組｣や｢抵抗勢力｣をものとも

せず、くさびを打ち込んでいっさい文句を言わせず、実行に

移した。
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クラブ例会予定 2012-2013 年度

11/8 柳生 好春様(野々市 RC)
11/15 例会休会

11/22 郭 蒓様(百万石 RC 米山奨学生）

11/29 北山吉明会長(百万石 RC）
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残念ながら他の首長達には、その発想力すらない。よしんば発想しても反対勢力の抵抗を考えるととても実行に

移すことなど夢の又夢であろう。

今後は次第に全国に小中学校の土曜午前授業は広まっていくものと考えられる。この一点だけを見てとっても

橋下氏の言っている｢地方｣から｢日本を改革する｣という主張に納得と同感を覚える。橋下氏は優れた政治家であ

る。｢維新八策｣を掲げ日本の統治機構を変えることに心血を注いでいる。つまり中央集権から地方分権、道州制

にそして連邦国家への再構築しようとしている。しかしこれらの実行には土曜午前授業復活などと言う程度の生

やさしいものではなく、｢既得権益｣を破壊される中央官僚にとって看過出来るものではなく、官僚達の抵抗は熾

烈を極め、まさに血みどろの戦いになるだろう。私は橋下氏は目前の衆院選にこだわる余り、まあ私的に言わせ

て頂ければ｢日本維新の会｣は｢有象無象｣或いは｢玉石混交｣の寄せ集めであり、ドシロウトに毛の生えた程度の政

治集団と言える。とてもとても｢全国政党｣と呼べるしろものではない。次期衆院選で｢維新の会｣が惨敗して崩壊

したら、日本は又１０年以上、日本の政治機構の改革・変革のチャンスを失うかも知れない。｢維新の会｣を徒花

に終わらせない為には、もう少し時間をかけて｢平成維新｣に必要な有能な人材の獲得と育成に力を注ぐべきであ

り、今回の選挙では関西を中心とした｢地方政党｣としての旗揚げで十分ではないかと考えている。橋下君あせる

な!!先は長いぞ!!
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点 鐘
SONG 『手に手つないで』

四つのテスト

会長 挨拶：今日はうれしいニ

ュースを最初にお話します。まず、

一つ目のニュースは、藤間勘菊会

員が地域文化功労者文科大臣表彰

をうけられた、というニュースで

す。県内で芸術文化分野に功績のあった方に送られる賞ということです。藤間会員は 93 年北国芸能賞、01 年に石

川県文化功労賞、09 年に金沢市文化賞を受けておられ、今回で 4 つ目の受賞･表彰です。すばらしい活躍ですね。

本当におめでとうございます。

2 つ目はもうすでに皆さんもお読みになったと思いますが、宮永満祐美会員が｛果て知らず「できる女」の向上

心｝というタイトルでロータリーの友 11 月号に掲載されたことです。宮永会員の仕事に対する情熱や、ロータリ

ー活動での活躍などが紹介されています。ぜひご一読ください。

原発関連のニュースで、大飯原発や志賀原発直下にある活断層の評価について、まるでお祭りのように騒がし

く、報道されています。活断層の判定が非常に難しいと、規制委員会の中でも意見が分かれています。とすれば、

既に５４基もある原発の設置時に地盤は安全だと、どうやって判定したのでしょうか。あるいは判定などしなか

ったのでしょうか。例えてみます。医療の場合、ガンかガンで無いか、意見が分かれた場合は、ガンの可能性を

否定せず、定期的に検査を行い経過観察していきます。そして、何かあれば直ぐ治療できるよう対応を整えてい

きます。このように命にかかわる問題では、常に最悪を想定して対策を講じるを常とします。

ガンの問題に比べ原発の判断はずっと簡単です。なぜなら、原発は稼動しない、廃炉する、という解決

策がすでに存在するからです。電力需要や発電コストという言い訳の嘘は既に国民の知るところです。しかも、

原発では一旦事故が起これば、そのリスクは天文学的スケールとなることも既にわかっています。とすれば、一

体何を議論するのだろうか、と本当に苛立たしく思います。

ゲスト紹介： （卓話者）2015-2016 年度ガバナー・ノミニー 柳生 好春 様 (野々市 RC)

ビジターのご紹介： 金沢みなと RC 相良 宝作 様

皆出席顕彰：

３４ヵ年 石丸 幹夫 会員

１４ヵ年 金 沂秀 会員

《食 事》

674 回

ホテル日航金沢５Ｆ

2012 11.8(木）19:00
出席率 20/35 57.14 ％

９月修正出席率 72.33%
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幹事報告・委員会報告
川きみよ幹事： エクセル東急にて 4:30 より金沂秀会員の食事とコンサートの会をいたします。会費は 5,000 です。

詳しくは金チャンまで。

石丸幹夫：韓国南光州 RC とのマッチング・グラントについて。姉妹の３ RC にお願いしています

が、高崎クラブは理事会で賛成してくださいました。東京世田谷中央は次のの火曜日理事会できま

ります。京都北東は 2650 地区ですので R 財団補助金制度はパイロット地区として、新しい制度で

いろいろ地区が行っているそうで、マッチング・グラントという旧制度の地区の行事をどうするか、

きかれました。又電話して調整してみます。

地区やクラブの国際奉仕事業：私は新制度を勉強していませんが。要するに新制度は①新 地区補

助金：短期間の金額の少ない補助金 DDF（地区財団活動資金：地区が決める RI から地区に一括して支払われ

ている）、②グロ－バル補助金：長期間の金額の多い補助金事業 WF（国際財団活動資金）で 3 万ドル以上の総経

費（自己負担は 1.5 万以上）③パッケージ・グラントで WF（国際財団活動資金）と戦略パートナーから全額支払

われる 当事者負担はありません。長期間で継続することです。

ロータリー語句はどうも英語の直訳や省略単語が多く、簡単には頭に入らないですね。わからないのと面倒な

事が、地区を含めてクラブの国際奉仕活動をも消極的にしている原因になっているものと思われます。

（追加： 国際奉仕は青少年交換事業だけではない。いつまで経っても、国際奉仕と言えば、地区もクラブも昔

からの国際青少年交換事業でストップし満足しているようです。地区予算のうち殆ど 600 万円（クラブの経費を

含めるともっと大きい）近くはこれのみで、他の国際奉仕事業、特に国際社会奉仕事業とか友情交換事業が地区

にもクラブにも育っていません。（地区国際社会奉仕基金積み立て金というのはあるようですか金額はわかりませ

ん。例えば書き損じハガキなど）友情交換事業費も 5 万円のみです。この点、炭谷亮一 PG のラオス事業へ熱意に

は敬服します。韓国 3710 地区との共同国際社会奉仕などは少しやる気があれば素晴らしい国際社会奉仕が出来る

のですが、地区は全く関心がありませんし、求めようともしません。勿論こちらの地区がイニシアチブをとって、

韓国や他の地区に共同奉仕を申しこむ事もありません。委員会もあるのかないのか何をしているのかホームペー

ジを開いても出てきませんし、委員長挨拶だけです。国際青少年交換事業しか載っていません。）

（追加 11/5 高崎クラブ 500 ドル承認 11/13 東京世田谷中央クラブ 500 ドル承認 ）

村田祐一クラブ管理運営委員長： 地区大会とバッティングしましたが、お知り合いで行かれるがい

ましたらお願いいたします。「福島原発の現状と未来」と題しての京都大学の先生のお話があります。

場所と時間ははホテル金沢で pm1:30 ～ 3:30 です。

ニコニコ Box ¥36,000- 本年度 ¥259,000- 残高 ¥4,336,216-
柳生好春様より卓話の謝礼はニコニコボックスへ頂きました。 北山会長：柳生好春様、卓話宜しくお願い致し

ます。 石丸会員：柳生様ようこそ。これからいろいろお世話になります。 井口会員：柳生様ようこそ。本日

は宜しくお願いします。 岩倉会員:柳生ノミニー、本日はようこそ。卓話楽しみにしています。 杵屋会員:おさ

らい会無事終わりました。東海林先生、勘菊先生おめでとうございます。 東海林会員：先日、北國芸能賞を頂

きました。皆様のおかげと感謝しております。今後ともよろしくお願い致します。 炭谷会員：柳生様、今夜は

御苦労様です。今後のご活躍を祈念いたします。 藤間会員：柳生様ようこそ。ガバナー・ノミニーおめでとう

ございます。東海林先生おめでとうございます。私も今後精進いたします。 宮永会員：柳生様、本日はありが

とうございます。

講話の時間 2015-2016 年度ガバナー・ノミニー 柳生 好春 様 (野々市 RC)

プロフィール：生年月日 1951 年（昭和 26 年）5 月 16 日生まれ

住 所 石川県金沢市三馬 1-424
最終学歴 中央大学法学部法律学科卒業

職 歴 ＣＷＳ総合経営研究所 統括マネージャー

1986 年(株)日本エルデイアイ設立（代表取締役）

現在に至る

ロータリー歴 1990 年 1 月 野々市ロータリー・クラブ入会

1993 年 11 月 ポール･ハリス･フェロー

2004-05 年度 野々市ロータリー・クラブ第 25 代会長

2005 年 7 月 ポール･ハリス･フェロー マルチプル 2 回目

2007-08 年度 石川第一分区Ｂガバナー補佐

2007 年 12 月 米山功労者

2011-12 年度 地区会員増強小委員会委員長

2011 年 7 月 ポール･ハリス･フェロー マルチプル 3 回目
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2011年 9月 米山功労者 マルチプル 2回目
2012-13年度 地区会員拡大増強委員長

2012年 8月 米山功労者 マルチプル 3回目

その他の役職 学習塾協議会いしかわ 会長（在任期間 12年）

講話：「 ロータリーと私 」
野々市ロータリークラブ 柳生 好春

このクラブには大変ご縁があります。私にガバナーの話があった時には当初大変悩

みましたが、おだてられると弱い方ですのでその気になってしまいました。金沂秀さんに

は野々市 RC として大変にお世話になりました。私が会長の時、大邱という韓国第三の大
都市ですが、そこの RC（青雲 RC）と野々市クラブが姉妹クラブとなりました。こんな事
で金さんを私のクラブ会員に勧誘する人もいるくらいです。また炭谷亮一さんや宮永満祐

美さんにもお世話になりました。炭谷さんは行動力があり、ロータリーのイメージを示さ

れました。企業でも優秀なる経営者や社員とは行動力があり、その行動が速いということ

です。

本日は私の仕事の話をいたします。私は昭和 26年（1951）生まれで、1986年に事業を起
こしました。現在は 9 カ所で小中高生の学習塾をやっています。1000 名のうち高校生が 50
％です。営業成績は 4 年前までは 10 勝 12 敗で、決して立派な経営者ではありませんでし

た。累積赤字も増えて銀行融資ストップも 2 年間ありました。特にキャッシュフローは大変で、当時は本当に一
ヶ月が経つのが早く、毎月給料の支払の心配にせまられていました。23 人の社員と 100 名程のアルバイト講師を
かかえていましたが、私がガバナー補佐をしていたときが最悪でした。その時に親睦委員長もまかされ、クラブ

リーダーシッププラン CLP の勉強をし、そこでロータリーのすごさを発見しました。この組織論は企業に使える
と思いました。計画を練れ！当たり前のことですが、大事な事です。

ＣＬＰでロータリーは委員会をしぼり、そして単年でなく 3 年の計画になりました。この考え方は目から鱗で
した。早速会社でこの考え方を基に研修をしたところ、赤字が黒字になりました。大声での挨拶、掃除の徹底な

どです。挨拶は相手の顔を見ながら声を出し、お辞儀をして身体を起してからもう一度相手と笑顔で顔を合わせ

ます。これで大変活性化しました。あるコンサルタントは「①楽しく仕事をしよう。②相手を楽しませよう。③

相手に関心を持とう。④仕事の態度は自分が決めよう。」と言いました。

研修と言えば大体細かい言葉の研修が多いのですが、お互い風通しが良くなれば理解も上がります。来

客は我が社員の元気な様子、挨拶の良いことを褒めてくださいます。それで会社の営業成績は 14勝になりました。
これはつまりロータリーのＣＬＰのお陰です。ロータリーアンは仲間ですが、人を動かすには理解と協力を得る

ための努力や工夫が必要です。ここにＣＬＰの意義があります。若い人でこれがわからずにロータリーをやめて

いく人もいますがとても残念です。

西田幾多郎は「知は愛 愛は知」「知ることから愛は始まる よく知ることで愛は深まる 人を知るためには相手

をよく見ること、 相手の話をよく聞くこと、相手の心を思いやること」と言っていますが、この愛を説いていき

たいし、ロータリーのリーダーシッププランで経営の勉強ができます。そもそも今の奉仕プロジェクト委員会は

何もしていませんし、委員会も開かれていません。長期計画がじっくりと練られていません。その点女性会員は

別で行動力がありますね。この様な事で私はガバナーになる決心をしました。

質問 謝辞・謝礼

、 点 鐘

米山ハイライト 米山の親善大使を募集します！― 米山学友表彰制度

東京ＲＣによる「米山基金」設立から 60 周年を迎えたことを記念し、日本国内で活躍する米山学友を“ロータリ
ー米山親善大使”に認定し、表彰する制度を新設します。

選ばれた学友には記念品や親善大使の名刺を贈呈し、約 2 年間、米山記念奨学事業の魅力を広く伝えていただき
ます。皆さまの周りで、「母国と日本の懸け橋になって活躍している」「世界平和に尽力している」など、頑張っ

ている学友がいましたら、ぜひご推薦ください。自薦、他薦は問いません。

締め切りは 2013年 1月末です。詳しくは下記ページをご覧ください。
→ http://www.rotary-yoneyama.or.jp/news/2012/detail_536.html
その他の記事は、ぜひ PDF 版をご覧ください。→ http://www.rotary-yoneyama.or.jp/summary/pdf/highlight152_pdf.pdf

高校生 交換留学のホストファミリーのお願いについて
川幹事のご子息が、来年 夏に英語圏の国に派遣される交換留学生に合格なさったことは 皆様ご承知の通りです

私たちが受入する英語圏の交換学生（高校生）のホストファミリーを引き受けていただける会員を、探しております

もちろん川会員は 受け入れますが ２家族以上が規定で、通常３～４家族で一年間のお世話をします。

ちなみに 今問い合わせがあるのは、ニュージーランドの高校生です。ニュージーランドの場合 １月末ごろからのスタートになります。

最初は川会員のおうちですので、５月ごろから受入可能の方はいらっしゃいませんか

ご協力いただける方 もしいらっしゃいましたら ご連絡をお願いします。よろしくお願いします 宮永 満祐美 090-2033-1766

http://www.rotary-yoneyama.or.jp/summary/pdf/highlight152_pdf.pdf
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2012-13地区大会アルバム 富山国際会議場 2012.11.11

オープニングアトラクション富山商業高校吹奏楽部

開会宣言 ご挨拶

石坂兼人大会幹事 津川淳実行委員長 安川敏行会長 石井隆一富山県知事点鐘 中尾哲雄ガバナー

中尾ガバナーによる中村靖治 RI会長代理ご夫妻の紹介

中尾哲雄ガバ

ナー挨拶：

新しい方法で

のクラブ訪問

での印象を述

べられた。

特に自然の恵

みへの感謝で

金沢北 RCの例
会で会いあただきます。ごちそう様で

した。を繰り返された。南砺 RC の里
山、小松東のラオスなど事例を紹介さ

れた

中村靖治 RI会長代理（2770地区吉川 RC パストガバナー）：

私のガバナー年度 2007 ～ 08）の才台のイベントは越中八尾の「おわら風の盆」でし
た。大会を通じて少しでも多くの埼玉市民に見て頂く事でした。中尾哲雄ガバナー年度

の栄えある地区大会を通じて、数多くの「善きき出会い」が皆様の心に刻まれますよう

願っています。 大変素晴らしい大会です。私も 93 才まで頑張ってロータリー歴 60 年
表彰を受けたいですね。 炭谷さんは本当に熱意あるガバナーでしたね。

報告

大会決議

中川可能作パストガバナー

RI テーマ推進、RI 会長代理の
ご出席、炭谷 PG への感謝状、
国際大会出席地区大会ホストク

ラブへ感謝、地区前年度会計承

認、地区大会ホスト クラブ、

地区委員の任期など

選挙委員会

崎山武夫パストガバナー

湯浅外志男ノミニー承認

永田義邦ノミニー承認

湯浅外志男 2013-14 ガバナー指
名名委員に、

規定審議会代議員確認の件、

地区資金負担決定の件
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「みんなのために」

伊那食品興業株式会社

代表役取締会長 塚越 寛氏

良い会社よりいい会社、売上高も

利益も目的ではなく手段、ユニークな

経営哲学で 48期連続増収増益を達成

した。

地区米山記念奨学生 地区受け入れ交換学生

永田義邦ノミニー 柳生好春ノミニー 富山大手町 RCから小松 RCへ大会の鍵伝承

次期地区大会のご挨拶

湯浅ガバナーエレクトとホストクラブ

小松 RC中橋勝美会長エレクト
歌舞伎の町、ものづりの街小松へ
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懇親会風景

姉妹クラブ契約更改 高崎 RC・金沢百万石 RC

= 2012.11.19

= 田中次期会長が金沢

市にこられ、北山会長

と姉妹クラブ契約更改

をしました。

もう 3 カ年たちまし

たが、ひき続いて両ク

ラブは新幹線開業に向

かって交流を深めるこ

とになります。

8RC 新年号同例会についてのお願い

当ＲＣがホストクラブとなり御世話をすることになっております。百万石ＲＣらしい合同例会にするため、

全員出席でご協力のお願い申し上げます。当日の役割分担の関係上、確実な出席者の把握をしたいと思い

ますので、出欠を問わず必ず 11 月 22 日迄にご提出ください。ホテル日航金沢 ４階 「鶴の間」

日 時 平成２４年 １月 ９日（水） 開会１８：３０ 当クラブ会員は １７：００ の集合

中尾ガバナーも歌う

北山会長と

郭 蒓さんと鄭平陽さん


