
- 1 -

Innovation for the Rotary club ロータリーに新風を 2013 年 2 月のロータリーレートは １ドル＝ 88 円

金沢百万石

パストガバナーからの手紙 炭谷 亮一

｢ゆとり教育｣その５～エリート教育不要論～

現在の日本に必要なものは、この経済不況からの脱出と東日本の復興である。日本を再生・復興させるには、

国民の愛国心或いは日本人としての誇りに基づいた国民の一体感が不可欠である。エリート教育を行った結果、

子供の時から階層化された感情は、日本人の国民性に合わないだけでなく、日本の国益にも合致しない。従って

小中学校におけるエリート教育はまったく不要であり、むしろ害であると言える。将来誰がエリートになるかわ

からない日本の現状では小中学校時代に全員にエリートになった場合の対応や身の処し方そして他者に対する責

任などを軽く教育すべきである。

さて実際の授業の中で小学校高学年、中学校において、算数(中学校では数学)・英語は残念なことに同じ授業

が成り立たないほど、学力格差がついてしまっているのが現状である。すべての子供は自分の能力を伸ばして、

この社会を生きていく権利があり、優秀な子供の能力を伸ばし、劣っている子には落ちこぼれない様にしなくて

はならない。それには算数(数学)と英語の授業において習熟度別(能力別)授業を行う必要がある。実際に小学校

高学年、そして中学校では算数・数学で習熟度別授業が行われている。私は文科省と日教組の教育改革の実践に

エールを送りたい。国語、社会そして理科までは何とか一斉授業が成り立つので、それらについては一斉授業を

行う。高校・大学と上級学校に進学するにつれ、生徒・学生の能力による選別が自然に行われる様になり、最後

に一握りのエリート予備軍と言われる人達が出現して来る。これらは実社会でもまれ、厳選されて真のエリート

となる。又、日本の社会では非エリート層の中からも努力と実社会への対応能力の高さから上記と同じようなエ

リートが出現して来る。

この様に日本社会は世界でもまれに見る階級差の少ない、

平等を重んじる社会である。私はこのことは日本古来の神道

と仏教の影響によるものと考えている。学校教育の中で人間

は平等であり、個々人の努力次第ですばらしい能力を見につ

け、将来日本社会のエリートに誰もがなることが出来ること

をしっかり教育すべきである。
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クラブ例会予定 2012-2013 年度

2/21 吉田 康志((株)エイム代表取締役社長）

2/28 伊藤 雄二（NPO 法人災害支え愛ﾈｯﾄﾜｰｸさくら事務局）

3/7 柳田 隆（柳田眼科クリニック院長）

3/14 呉服 弘晶（ホテル日航金沢常務取締役総支配人）

2012 ～ 2013
(役員） 会長：北山吉明 ｴﾚｸﾄ：野城 勲 副会長：宮永満祐美 幹事：川きみよ 副幹事：上杉輝子

直前会長 会計：西村邦雄

（理事）クラブ管理運営委員長：村田祐一 副：相良光貞（親睦：金沂秀 プログラム：若狭豊

SAA： 上杉輝子 ニコニコ：井口千夏 友好・ｸﾗﾌﾞ細則：魏賢任）

奉仕プロジェクト委員長：竹田敬一郎 副：後出博敏（職業：土田初子 社会新世代：武藤清秀

国際：宮永満祐美 ﾗｵｽﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ：岩倉舟伊智 喫煙問題：村田祐一）

会員組織委員長：二木秀樹 副：江守巧 会員増強修練：金沂秀

ロータリー財団委員長：藤間勘菊 副：東海林也令子（ロータリー財団・米山：藤間勘菊 年次寄付：北山吉明）

広報委員会委員長：吉田昭生 副：江守道子（広報：谷伊津子 ロータリー情報：木場紀子

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 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 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 T076-262-2211 F076-262-2241(事務局)阿原美和 村木早苗

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 9：00 ～ 15：00 木 9：00 ～ 12：00 ､ 17:30 ～ 20:00 休憩時間 12：00 ～ 13：00

休日（土日祝日) 幹事 川きみよ 090/9766/6666 副幹事 上杉輝子
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点 鐘

ソング 『 我等の生業 』
四つのテスト

会長 2 月 14 日はセント・バレンタイン
デイですね。私も平均年齢 70 歳の女性の
患者さんからチョコレートをいただきま

した。本日は川きみよ幹事が発熱のため

お休みですが、彼女とそのスタッフの方で作ったチョコレ

ートです。召しがって下さい。

挨拶： ２月１３日に北朝鮮の地下核実験のニュースが大きく報道されました。世界の恐怖をあおり、新たな紛

争の火種になる憎むべき行為です。核ミサイルの開発に向けた実験も、原発の研究も基本的には根は同じもので

す。そして、どちらも人類に大きな不幸をもたらす厄介な種になりますが、原発はその破壊規模において核ミサ

イルをはるかに上回ります。平和利用や経済を支えるといった後付けの言い訳は、例えば同一人物がうわべを飾

る衣装を変えただけのようなものです。核ミサイルを持つことは、原発を持つことと現象面のみを捉えればなん

ら違いはありません。現に、原発を持たなければ核武装はできないのです。両者は双子の兄弟であり、カードの

表と裏なのです。

先日たまたま「K-19」という映画をみました。ソ連の原子力潜水艦内で発生した原子炉事故の実話映画です。
加圧水型原子炉のひび割れから、冷却水の漏れが発生し、炉内の温度が急上昇し、このままならメルトダウンに

なるということです。乗組員の決死の作業により、冷却水は何とか回すことができたのですが、作業にあたった

乗組員７名は全員急性放射線障害で１週間以内に死亡します。この船には、放射線防護服も用意してなかったと

いうことです。ソ連軍部と政府にとってこんな事故が起きるとは、想定外だったのでしょうか。２００２年のア

メリカ映画です。僅か数分の被爆で、急性放射線障害に犯される若い乗組員の映像は迫真ですが、当時この映画

を見たはずなのに、あまり印象に残っていなかったのは、僕にとってもこのような事故はありえないものだった

のでしょう。しかし、福島以降、この映画は真実味を持って脳裏に焼きついてきます。

是非一度ご覧ください。

ゲストのご紹介 社会福祉法人佛子園 理事長 雄谷 良成 様

ビジターのご紹介 なし

皆出席者顕彰 今月はなし

《食 事》
幹事報告・委員会報告

川きみよ幹事： お休み

木場紀子ガバナー補佐・R 情報委員長：ロータリーの友 34 ページに 2610 地区の地
区大会の記事がでています。先月に続いて又今月号にも石丸恭子夫人の短歌が入選

していています。「イタリア旅行」の時の歌です。ご覧下さい。

藤間勘菊ロータリー財団委員長：パイロットクラブからお知らせですが、知的障害

の人のお世話をなさるグループの方で、2/20（水 pm7）卓話にこられます。お弁当を用意いたしま
すので是非ご都合のつく方いらして下さい。用意する数もありますので早めにお願いいたします。

場所は松ヶ枝公民館で、申し込みは江守巧会員までです。

北山吉明会長：金沢大学医学部の学生のアカペラグル

ープですが、その 5 人の中、4 人が卒業します。ラスト
チャンスですが、会費 500円で全額寄付となっています。
3/20（祝）16:00開演で場所は医学部内の十全講堂です。
医師国家試験合格発表の翌日です。私も出演します。

ニコニコＢｏｘ ¥7,000- 本年度 ¥537,100- 残高 ¥4,614,316-

北山会長：雄谷様、ようこそ百万石 RC へ。本日はよろしくお願いいたします。 石丸会員：佛子園

雄谷様、昔よく耳鼻科検診に行きました。本日はよろしくお願いいたします。 魏会員：皆さん、

こんばんわ。明日から一週間くらい、中国のお正月で行って参ります。来週はまた欠席になりますが、

よろしくお願いします。 炭谷会員：雄谷様、今夜の卓話楽しみにしています。 藤間会員：雄谷様、

ようこそ。卓話楽しみにしております。

686回
ホテル日航 5F
2013 2.14（木）19:00
出席率 24/35 68.57 ％
1月修正出席率 71.43%
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講話の時間 ｢ 福祉から始めるわが街再生 ｣
社会福祉法人佛子園 理事長 雄谷 良成 様

紹介 藤間勘菊会員 雄谷様にはブータン等のお話しも思っておりましたが、本日は知的障

害の方のお話しです。白山 RC の会員でありまして、クラブの友好も考えております。

略歴 石川県出身 金沢大学卒 青年海外協力隊（ドミニカ共和国、障害福祉指導者育成）財

団法人フンダシオン・オーサカ （ドミニカ共和国、医療過疎地病院建設）センター長 北國新聞社

金城大学非常勤講師 等をへて

現在 社会福祉法人佛子園理事長 普香山蓮昌寺住職

[公職] 全国社会福祉施設経営者協議会協議員 障害者施設経営委員会委員 社団法人青年海外協力協

会理事 石川県社会福祉施設経営者協議会 理事 石川県知的障害者福祉協会 相談支援部会長 白山市

地域福祉計画 策定委員会 委員 など

講話：要略 ロータリーから離れて自分仕事の話しが中心になりますが、1960 年に法人化しました。私は 1961 年

の生まれで、施設は前住職がつくりました。世の中は障害児への虐待もあるようでしたので、県の福祉の実態を

知ろうと先ず新聞社にはいりました。更にジャパンテント等で経験を積み、障害者に仕事を経験させました。宿

泊所、レストラン等やお祭りに参加させました。客への言

葉の選び方はどうしようもありませんが、共同募金などし

ますと一生懸命ですね、遠慮したり怖じけたりしませんね。

施設の場所を決める時、どうしても住人の本音が出て設

置反対もあります。 障害者の問題行動は可成り多いので

すが、自由時間を与えたところ激減しました。しかしその

過ごし方もたいへんです。例えば一人で寿司を食べに行く

事を覚えたのはいいですが、決まったモノばかりで変更が出来ません。ネタがないと大変です。 コースの卵焼き

で時間を稼ぎ、寿司やから私が電話を貰ってとんでいき説得したりして大変です。ーーー さらに小松ー寺井の

間にある廃寺の活用、温泉として盛況となった話しなど、ユニークな社会奉仕のお話しもありました。点 鐘

東京世田谷中央 RC 田北敏行様からお願いとお誘い
私の娘・志のぶが、ウクライナ・キエフ国立バレエ団でプリマとして活動を始めて、お陰

さまで 20 年になりました。東北大震災から 2 年目に当る本年 3 月、キエフでの公演に続く

企画として「東日本大震災復興祈念チャリティ・バレエ‘グラン・ガラ・コ

ンサート」を日本で開催したいとの想いました。東京エレクトロン会長から

多大なご援助を賜り、下記の日程にて実現の運びとなりました。つきまして

は、この公演の主旨をご理解いただき、世界のトップのバレエ・ダンサーた

ちが繰り広げる華麗な舞台をご軌、ただきたく、お手紙を差し上げた次第で

ございます。

2013 年 3 月 19 日（火） 仙台公演 18:30 東京エレクトロンホール宮城

2013 年 3 月 20 日（祝） 東京公演 開演 17:00 Bunkamura オーチャードホール〒 150-0043 東京都渋谷区道玄

坂 2-24-1 03-3477-9111 東京公演 S 席をご用意しております。10,000 円（1,000 円は被災復興用）

S 席以外のお席と、仙台公演につきましては、お手数でございますがチケットセンターでお求めくださいます

ようお節いいたします 主催 TBS ／東京エレクトロン 後援：外務省 在日ウクライナ大使館 在日ロシア

連邦大使館 ロシア連邦交流庁 2013 年 1 月 吉日

日本歯学センター 田北 敏行 昭子 申し込みは 2/21 までに事務局または石丸まで

《米山奨学会から今月のピックアップ記事》
新規ロータリー米山奨学生が決定！ 2013 学年度・新規合格者 519 人（応募者数：1,532 人）が決定しました。博

士・修士・学部課程奨学金が 492 人、地区奨励奨学金が 10 人、クラブ支援奨学金が 10 人、海外応募者対象奨学金

（個人応募）が 7 人。このほか、海外学友会推薦奨学金が現在選考中です。中国 44.3 ％、韓国 15.4 ％、ベトナム 10.0
％、台湾 4.6 ％の順となっています。今年は昨年度に比べ、中国・韓国・台湾以外の国籍割合が大きく増加しまし

た。 今後、継続奨学生の辞退などによって合格者数は変動しますが、新規奨学生および昨年度からの継続奨学

生を合わせた約 700 人が、2013 学年度米山奨学生となります。

箏 磯貝 真紀さまから
拝啓、残寒の候。ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。

さて、先日の「蘇った調べが繋ぐ絆」コンサートでは大変お世話に

なりました。有り難うございました。遅くなってしまいましたが、

お礼の気持ちをこめて、カードを作りましたので同封させていただ

きます。おかげさまで、先日、神戸での語り劇との後援も好評のう

ちに終える事ができました。これからも私にしか出来ないこの活動を通して被

災地の皆様の”心のケア”、そして被災地以外での場所では”伝えて行く事””忘れないで”という事を細く長く

続けて参りたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。平成 25 年 2 月吉日 箏・磯谷 真紀


