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Innovation for the Rotary club ロータリーに新風を 2013 年 4 月のロータリーレートは １ドル＝ 94 円

金沢百万石

パストガバナーからの手紙 133 回

ゆとり教育 その 6 「教科書検定と義務教育」 炭谷 亮一
4 月 10 日、衆院予算委員会で安倍首相は教科書検定基準に関し、「日本の伝統、文化の尊重や愛国心、郷土愛に

ついて書き込んだ「改正教育基本法」の精神が生かされていない」と指摘、「教科書検定」見直しを示唆した。

さて、憲法第 21 条第 2 項は、検閲は、これはしてはならない。すなわち政治権力は、いかなる出版物であれ、

公版以前に、その原稿なりゲラなりを見て、ここを直せ、あそこを直せと命じてはならないのである。

思い起こせば、かの家長裁判（家長三郎氏は非常に力量のある歴史学者で縄文時代から近代まで一人で執筆出

来る学者であった。ところが教科書検定で自身より学識の劣る、検定委員に訂正を求められ、沽券にかかると怒

り心頭した結果の提訴であり、これに左翼勢力が乗っかり煽った）において、文部省による教科書検定は検閲で

あるかどうかをめぐって大問題となり、賛否両論がうずまいた末、最高裁の判決によって教科書検定は検閲では

ないとの判決により、一応の結着を見た。当時も文部省は検定にあたって文部官僚が直接行なうことはなく、検

定委員として学者、教育者、評論家などのいわゆる学識経験者が行なっていた。私自身、家長裁判は教科書検定

が違憲かどうかはっきり白黒をつけ、国民に認識させた意義は大きく、敗訴したとは言え、家長氏の見識と勇気

は一応評価出来る。

さて、何故教科書に限って、いわば例外的に、公版以前にその内容をチェックし、場合によっては書き直しを

命ずることが許されるか。その第 1 の理由は、教科書に限って、生徒（読者）に選択の自由がないと言うことで

ある。他の出版物であれば、それこそ読者の選択は自由であり、何ら強制されない。つまりこの場合、書く自由

（表現の自由）は読む自由に対応している。教科書はいやおうなく生徒に強制するものだから、教科書の執筆者

には、一定の表現の自由が制限されると考えた方が妥当である。検定の第 2 の理由は、教科書の目的は生徒の社

会化「ソーシャライゼーション」にある。すなわち日本社会で生きてゆく為に必要不可欠な情報を提供する為に

ある。社会化は書物・テレビ、その他のマスコミ、人との付き合いの中で自然に身につくものもあるし、更には

親が子供に伝達出来る情報もあるが、しかし近代社会において、以上の方法だけでは、必要不可欠な情報が十分

与えられるとは言えない。それを補完するのが学校教育である。

教育の中立性の上にたって、教科書の執筆者に一定の表現の自由の制限は、以下の点においてのみなされるべき

である。例えば、理論的または事実の誤り、程度が高すぎたり低すぎたり、内容が多すぎたり少なすぎたり、こ

の様な事項に限定されるべきである。

余談になるが、民主主義が確立した国々では、ひと（子供）がどんな教育を受けるかに、政治権力やその他の
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権力（例えば教会）に強制されたり干渉されたりすることはない。子供にどんな教育を受けさせるかは、親の自

由である。本人に判断能力と自活力があれば、どんな教育を受けるかは、本人の自由である。

私は日本では義務教育と言っているが、その意味は国が子供が国内のどこに住んでいても、求められれば教育

する義務を負っていると考えた方が妥当で、その証拠に親が子供に小・中学校に通わせず自宅で教育しても罰せ

られたなど聞いたことがない。（羽仁進映画監督と女優の左幸子氏の愛娘は自宅学習した。アメリカでもチュータ

ー・スクールなるものも存在する）

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

開会 点 鐘

会長 挨拶：
連休が終わりましたが、会員の皆さまには思い

思いの方法で連休を過ごされたことと思いま

す。

さて、先般の創立１５周年記念例会は、会員

の皆様の大きな努力によりつつがなく終えるこ

とができました。本当にご苦労様でした。会長として心から皆さまに感謝いたしておりま

す。

その折の挨拶にも述べましたように、これからは２０周年に向けて、新たな一歩を踏み

出していきたいと思います。時の流れを受け身として感じるのではなく、積極的に時をつかみ取るような活動を

していければ、輝く２０周年となるように思います。

４月２５日以来、２週間ぶりの顔合わせですが、この間、藤間勘菊会員の素晴らしい踊りの会、吉田昭生会員

の如来寺の牡丹のニュース、そして、二木秀樹会員の黄綬褒章受章など、それぞれの大活躍をされています。わ

がクラブの誇りであると思っています。

本日は沢山のゲストを迎え、金沢の情緒をたっぷり残しているこの「土屋」で例会が行えることを嬉しく思い

ます。是非、ゲストの皆様が新しいクラブメンバーとなりますよう大いに期待しております・

ゲスト紹介： 宍戸 紀文 様 矢来 正和 様 山本 和子 様

今月の誕生者の紹介 ３日生まれ 岩倉 舟伊智 会員 ２２日生まれ 吉田 昭生 会員

２２日生まれ 相良 光貞 会員

ニコニコＢＯＸ ¥12,000- 本年度 ¥620,360- 残高 ¥4,697,576-
北山会長：15 周年ご苦労様でした。本日は「つちや」で楽しく盛り上がりましょう。 川会員：二木会員、受賞

おめでとうございます。そして今日の段取りもありがとうございます。 野城会員：15 周年例会大変ご苦労様で
した。二木様、黄綬褒章受賞おめでとうございます。 二木会員：5 月 16 日厚生労働省と皇居へ行ってきます。
黄綬褒章受賞の実感がわくかな？ 宮永会員：二木さん、藤間さん、武藤さん、いろいろありがとうございます。

同級生の矢来さんをお連れしました。よろしくお願いします。 吉田会員：二木会員の黄綬褒章受賞おめでとう

ございます。我らクラブの誇りです。バンザイ！今日の交流会、幹事さんご苦労様です。

講話の時間 武藤会員のお話

皆さんこんばんわ。ご縁がありましてここ土家さんの改修・設計・管理を担当しまし

た。私がここを担当しなければこのクラブに入ることもなかったので勘菊さんのお陰で

今ここにおります。この建物は大正２年に建てられています。 人間の場合は１年でも

若く見られたいのですが、建物は古い方が価値があるということで、先月、金沢市の指

定有形文化財にも指定されました。何故、指定されたかと言いますと、大正２年という

とまだ１００年程度ですが、主計町でいくつもお茶屋さんがあるにもかかわらず意外に

当初の面影を残している建物が少ないんですね。意外なのですが、あるところはバーに

なったり、あるところはなべやさんになったりとそのままではなくかなり改造された建

物も多いです。それに対して土家さんは、２階はお茶屋さん当時のそのままですし、１階も部分的にはカウンタ

ーから奥は水回りとして改造しましたが、それより前の方は当初の姿に戻しています。当初土間にして自動販売

機でも置こうかという計画もありましたが、市の方から頑なに拒否されました。私もそれはないなと思っていま

したが・・・３０年ほど前まではお茶屋さんとして営業され、その後住まいとして貸されたりしていたんですが、

浅の川の洪水でまったく人が寄りつかなくなり、そのままの状態になっていましたが、川床などもあり、勘菊さ

んもなんとかされたいということで改修ということになりました。改修途中には１階の床は水浸しで床から５０

㎝ほども浸水している等、浅の川の氾濫の痕跡が至るところに残っているんだと実感しました。その他改修した

ところは、建物として１００年近く経っていますので柱の沈下・傾きが出ていました。 大きな値ではないですが、

浸水があったりすると少しずつ沈下しますのでその点は直しています。ですから柱と床は水平・垂直になってい

ると思います。それに伴なって、周りの土壁を塗り直しましたので当初の姿に近くなりました。材料としては傷

んだところは直しましたがそれ以外の部分はそのまま使っています。また、もともとこういう建物は元の形に戻

697 回
土屋 5.9（木）19:00

例会出席率 18/35 51.42 ％
2月修正出席率 69.77%
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すという方針でやっていますので、外観としてはビフォーもアフターもほとんど変わっていません。前のひさし

だけは鉄板をめくると下地に瓦があったという痕跡がありました。それで痕跡に従って瓦のひさしに戻していま

す。室外機はなるべく前に出さないようにしました。修復がほとんど終わったにも関わらず、ご近所からはいつ

終了するのですかなどと言われましたが、ほとんど変わらないということが私の狙いでもあります。後ろの方は

外壁を直しました、中の仕上げの壁に関しては主座敷と中座敷はそれぞれ違う色で仕上げてあります。主計町は

公的には文献はないですが明治 30 年代の写真を見ますと、屋根は木の板で葺いて石おきの屋根の２階建てです。
主計町でも３階建ての建物はありますが、おそらく大正から昭和初期にかけての建て替え、増築でそういう形に

なったのでしょう。

＜ 乾杯・食事 ＞

二木会員より 会員増強について
とにかく新しい方を一人でも多く増やしましょう。今日はいつもと場所を変え、お酒を飲み

ながら和やかな雰囲気で楽しみましょう。

谷会員より 金沢城リレーマラソンの案内あり。
5/12（日）可能な方は応援・お手伝いをお願いします。
集合場所 医療テント前（北山会長いらっしゃる）

集合時間 ９時３０分

宮永さんより ゲストのご紹介
矢来正和さんについて

（宮永さん）私の小学校・中学校の同級生です。お人柄はこんな良い人がいるかしらと思うほどです。中学校

１年生の時に障害のある生徒の世話を誰にも言われないのに彼が始め、それから３年間ずっとお世話をされ、大

人になってからもお付き合いされてました。本当にロータリー精神にぴったりの方だと思い、今日お誘いしまし

た。

（矢来さん）小中学校の上下関係そのままに本日伺うことになりました。社会保険労務士をしております。よ

ろしくお願いいたします。

宍戸紀文さんについて

（宮永さん）宍戸さんには年忘れ例会にも来ていただきましたが、北山年度の最後の月に入会いただくことに

なっております。ご住所は七尾ですがよく金沢でお仕事をされているということです。

（宍戸さん） 七尾の駅前でパソコン屋をしておりますが、週のほとんどは金沢で仕事をしております。魏さ

ん、谷さんとは別の会でご一緒しています。ロータリーさんとは事務局のパソコンの修理がきっかけで、当社で

パソコンを購入いただきました。それがご縁で宮永さんの会社ともお付き合いさせていただいております。

私は福島県の出身です。妻はフルート奏者です。６／６は卓話をさせていただきますので、よろしくお願いしま

す。

＜ 懇談 ＞
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魏会員よりの料理 川きみよ幹事よりの おにぎり

閉会

………………………………………………………………………

第１２回 「利家とまつ」 金沢城リレーマラソンに参加

平成２５年５月１２日（日）

ハーフコース 第１班 １１周

２１,０９７５ km
参加者 大人３名 小人８名

計１１名

平成２５年度 村田祐一、大

路孝之、山本直亮（村田先生の

お友達）、魏賢任

参加者 魏臣謙、上杉廉、魏百

夏、魏旭良、魏名苗、翁卓司、

林衿早

８時３０分 受け付け終了

ゼッケン７４９シート１１

枚、赤いたすき受け取り

９時３０分 出場者集合（北山

先生の救護テント前）

９時３５分 代表者ミーティン

グ

１０時００分 開会式

１１時００分 ハーフコース 第１班 スタート

タスキの返却と完走証受け取り
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１３時３０分頃終了

結 果 ： 完 走 証 ♦ ハーフコース（１１

周）第１班

ナンバー ： ７４９

チーム名 ： 金沢百万石ロータリークラブ

部門順位 ： ９５位

タイム ： １時間４９分３秒

スタート場所がずれていたので、最初慌てましたが、皆

さん和気あいあいとした雰囲気で怪我もなく無事終了致し

ました。

今回はタスキに IC チップが取り付けられて、記録計

測が自動的に測定されたので、その点は楽でした。

終了後、昨年までは昼食会を開いていましたが、今回は予算などの諸事情のため取りやめて、おにぎり・サン

ドイッチ・お茶・ジュース・おやつ・バナナなどを準備しました。

ブルーシートの代わりに、ウレタンマット１０枚を私個人で準備しました。

選手の方に準備のお手伝いはお願いできないので、私と永原会員二人で、ちょっとたいへんでした。

応援者が少なく、百万石ロータリークラブの行事として如何なものでしょうか？と感じました。

広報委員の行事なのですが、広報の意味があまりなかったように思います。

今年は、T シャツが準備できず(昨年のが回収できていない？）タスキも目立つものではなかったので、アピー

ルするには、役員の増員、宣伝方法、予算、などを参加したことのある選手、役員の意見を聞き盛り上げると、

もっと楽しいものになると思いました。

会員増強の意味をもっとひろげ、せっかく沢山の企業関係の人たちが集まっている所での、アピールを考えて

も価値あると思いました。今回は本当に残念でした。 （広報委員長 谷伊津子）

会 員 消 息

ウイーン・リンクＲＣを訪問 2013.5.10（金）13:00より

ウイーンリンクRC例会場にて

久しぶりにWirnRingRCを訪問してみました。場所はオーストリア ウイーン市オペラの裏にあるHotel Sache

r（ Philhamoniker sｔr.4 1010 Wien TEL51-456)です。

毎週 金曜日 午後１時から例会がありますが 今回は会員の殆どがイタリアに旅行中とあって 残留会員は数

名でしたが、Mario Rohracher パスト会長はじめ、みなさん暖かく迎えて下さいました。

過去最多 7 千人力走 （北国新聞 5.13 朝刊より）
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今回はそのために講師もおらなくて、殆どの時間がメインテーブルあった金沢百万石 RC 会

員とウイーンリンク RC 会員との会話が中心になってしまいました。それだけにゆっくりと

おつきあいができました。

お土産の金沢城の絵はがき、金沢城、梅鉢マーク、前田利家のかぶとのマークのキーホル

ダーを差し上げて、金沢城のポリオプラスイルミネーションの話などをしました。 皆さん

興味深く聞いてくださいました。

尚 金沢百万石 RC 例会に来られた事があるウイーンリンク RC 会員の Gerald Schubert 氏は

演奏のため欠席でしたが、当日夜の夕食会でゆっくりご夫妻でお会いすることができました。

東海林也令子 石丸幹夫 恭子

Wir besuchten WienRingRC nach einer langen Abwesenheit.
Eine Stelle der Versammlung ist Hotel Sacher (Philhamoniker str.4010WienTEL51-456), Es
gibt das Hotel hinter Stadtoper.
Es gab eine reguläre Versammlung von 1:00 am Nachmittag von jedem Freitag, aber,das

meisten Mitglieden sind in deisenTag eine Reise in Italien, und PastPresident Herr
MarioRohracher und das übrige Mitglieden machen Anfang bis zu Ende sehr warme
Sprechung .
Deshalb ist eine Tischrede dieses Mal nicht, konten wir in langen Zeit an der Haupttisch innig
sprechen, und Sprechungen zwischen Wien RC-Mitglied und Hyakumangoku Kanazawa
RC-Mitglied sind sehr viel.
Wir waren fähig, Bekanntschaft zu machen langsamer.
Wir präsentierten Bildpostkarte Kanazawa-schloss eines Andenkens, Hauptring von eine
Wappen eines Pflaume-blüht (von Schlossherr) ,eines Fleckes des Helm von Toshiie Maeda
und machte Geschichten von Poliomyelitis plus festliche Beleuchtung davon Kanazawa-
schloss
Alles von der Rotarian waren interessant und hörten es.

シューベルト氏とプリンツ氏にお会いしました。
2013.5.10 夜 かって百万石 RC に来られた Gerald
Schubert（WienRingRC 会員 ウイーンフイルハモニーオー

ケストラバイオリニスト）ご夫妻と かって卓話をいただいた

Meinhalt Prinz（ピアニスト ウイーン国立音大教授）ご夫

妻（夫人は中田留美子さん）にお会いし、夕食をしながら久し

ぶりの歓談をしました。

Wir haben mit Herrn und Frau Schubert und Herrn
und Frau Prinz eine angenehme Unterhaltung an
Abendessen sehr behaglich.

Yasuko Shoji, Mikio Ishimaru ＆ Takako Ishimaru

クラブ例会等予定 2012-2013 年度 ）

5/2 休会

5/9 会員増強例会「土家」

5/16 小島伸夫(NHK 金沢放送局 局長）

5/23 松本 英輝(旅人・エコロジスト)

5/26 地区協議会(こまつ芸術劇場うらら）

5/30 振替休会


