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Innovation for the Rotary club ロータリーに新風を 2013 年 8 月のロータリーレートは１ドル＝ 100 円

金沢百万石

パストガバナーからの手紙 151 回 炭谷 亮一

｢ゆとり教育｣その６～フィンランドの教育の実像～

２～３年前まで国際学力テスト（PISA）でフィンランドは連続して総合１位だった。日本ではフィンランドの教

育を賞賛する余り、「競争をやめたら世界一」などと、とんでもない本まで出版されるに至った。その中に以下の様

なことが書かれている。

「フィンランドでは教師が子供たちに積極的に働きかけはしているものの、最後の判断は子供たちに任されていた。

いわば教師は授業を作り出すようイニシアティブを発揮していながら、管理者とはならず、子供は学習内容の取捨

・選択できる主体者になっている」と。しかし、こんなことで本当に子供たちの教育が出来るか疑問である。いく

らフィンランドがサンタクロースやムーミンの国だからと言って、勉強熱心な妖精ではないのだから、こんなきれ

い事で子供たちに学習意欲を維持することは出来ないと考えている。

上記の本では「フィンランドの教育は競争を排除して

いるから素晴らしい」と言っているが、しかしフィン

ランドでは全国統一の認定試験に合格しなければ、高

卒であっても高校卒業資格を得ることは出来ず、大学

進学への道は閉ざされる。

フィンランド教育の実像は大筋は以下の様なものであ

る。

①自分たちの国が国民全体として世界の中で経済競争

をし、この競争に勝ち残らなければ国家の存亡が危な

いと言う認識を子供たちに持たせる。

②国内においてより高度な学習をした方が、人生を

有利に生きることが出来る。つまり、学歴社会である
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クラブ例会（木）等予定 2013-2014 年度

10/ 3 例会休会 → 金沢北 RC 創立 40 周年記念例会

10/10 中里茂（いしかわ省エネ・節電アドバイザー）

10/17 ムジカー 100 プレゼンテーションコンサート

前夜祭 サクソフォーン 筒井裕朗・ピアノ伴奏

堺洋子

10/24 稲山訓央会員

10/31 久野薫（久野病院会長）

11/ 7 西村元一（金沢赤十字病院副院長）

11/14 楊立山（米山奨学生）
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と認識させる。

③フィンランドの学校は不勉強な子供が怠けたままでいることを許さない。授業中騒いで授業を妨害するなど、

とんでもない行為であり、決して「落ちこぼれ」に優しいわけではなく、むしろ「落ちこぼれを許さない為に手厚

く、厳しく勉学の指導を行ない、義務教育であっても落第させる場合もある。（三者面談の上）。

④高校以上の上級学校の進学は入試試験がなく、すべて内申書で決まる上に、先生に非常に権限があり、非行が

続く生徒に対して最長３ヶ月の出席停止にさせることも出来る。規則を守らない生徒には学校の敷地に入ることの

禁止も出来る。

⑤フィンランドと言うよりは、日本以外のすべての国の公教育で行なわれていることであるが、フィンランドの

公民教科書の中では安全保障の目標を「いかなる状況にあっても、フィンランドの独立とフィンランド社会の基盤

を保障すること」として国防意識をしっかり育んでおり、「国防は国民全体の義務」だと明記している。

フィンランドは自然には恵まれているが、天然資源に乏しい小国であり、国の発展の為には科学技術立国以外に

生きる道はない。それゆえしっかり勉強しなさいとの教育方針であり、第二次世界大戦後は長くソビエトの属国の

様な状態に置かれた為、国防教育にもしっかり力を入れているのが実情である。

私は日本の「ゆとり教育」の中で大きな欠点は、日教組を恐れて、個々の先生に確固とした権限を持たせていな

いことと、子供たちに対して日本の独立と平和を維持する為の国防教育をしていないことと考えている。

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

点 鐘
国 歌 『 君が代 』

ロータリーソング『 奉仕の理想 』

四つのテスト

会長 挨拶 皆さん、こんばんは。台風も

大変心配いたしましたが、街路樹など多少

倒れた所もありましたが、大きな被害もな

く安心いたしました。先週は休会で 2 週間
ぶりですのでいろいろと活動がありました。9/29（日）はパ

イロットクラブの第 6 回美術展に金沢百万石賞として賞状と楯を贈呈して来ました。私は初めての参加でしたが、
障害者の皆さんと共にいっしょになって歌を歌ったり楽器演奏など拝聴しました。参加者の皆さま全員が明るく元

気なのに私も元気をもらった次第です。

10/3（木）は親クラブであります金沢北ＲＣの 40 周年記念例会に多くの皆さまに参加をいただきました。奥田会長
も皆さまにくれぐれもよろしくとの事でした。

10/5（土）、6（日）は湯浅年度の地区大会が小松ドームにて開催されました。参加されました皆さま、大変ご苦労
様でした。

ゲスト紹介： 卓話者）石川県地球温暖化防止活動推進員 中里 茂 様

（国際青少年交換受入学生）Briannaさん
ショートスピーチとお小遣い支給

ビジターのご紹介 ブリアンナさん：こんばんは わたしはキタロータリーにいきました。にち

ようびにはちくたいかいにいきました。ありがとうございます。

今月の誕生者の紹介 ６日生まれ 藤間 勘菊 会員

《 食 事 》
幹事報告・委員会報告

上杉輝子幹事：① 9月のクラブ出席率は 64,86％でした。金沢 8RCの中
では低い方と思いますので 10月、11月は頑張ってよろしくお願いいたたし
ます。

②次の例会はコンサート例会です。3F のルミエールです。素晴らしいので
沢山ご出席下さい。

谷伊津子社会奉仕委員長：7 月に用紙を配ってお願いいたしました。ご面倒でしょう
がまだ提出していない方はお願いいたします。7,8,9 月の電気料金と省エネです。この用
紙をなくした方やまだない方は事務局にありますのでお願いいたします。

金沂秀会員組織委員長： 会員増強は毎回お願いしています。いい方御紹介下さい。

北山吉明前会長：来週のコンサート例会ですが 筒井裕朗さん 堺洋子さんで演奏曲目

あまちやん～オープニングテーマ 君を信じて（朝ドラ『ほんまもん』テーマ曲）

風笛（朝ドラ『あすか』テーマ曲） 熊蜂の飛行（リムスキー＝コルサコフ） 風の谷のナウシカよ

り組曲 5 つのメロディーからⅠ，ⅠⅠ ひこうき雲（映画『風立ちぬ』テーマ曲） ラプソディー

・イン・ブルー（ガーシュウイン）の予定です。 この例会の翌日（金）は金沢市アートホールでこの方らを含め

てコンサートがありますのよろしくお願いします。

第 715 回例会
ホテル日航 5F

10/10（木）19:00
出席率 19/37 51.36％
8 月修正出席率 70:76%
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ニコニコＢＯＸ

¥4,000- 本年度 ¥194,000- 残高 ¥4,962,307
野城会長：中里様、本日の卓話宜しくお願いします。北ＲＣの周年例会と地区大会に参加の皆さ

ん、ご苦労様でした。 上杉幹事：暑い日が続きますが皆様、体調は如何ですか。中里様、本日は

ようこそ。お話楽しみにしています。 村田会員：中里様、卓話楽しみにしています。待望の初孫

が生まれました。

講話の時間
「地球の温暖化と省エネ・節電の取り組み ～私たちのくらしと電気～ 」

石川県地球温暖化防止活動推進員 中里 茂 様

略 歴

生 年：１９５０年（６３歳）

出 身：群馬県

現住所：白山市千代野 紹介 谷伊津子会員

前 職：信金中央金庫(金融機関)

現 在：中里環境コンサルタント事務所・エコアクション２１やＫＥＳ等環境マネジ

メントシステムのコンサル・審査、中小企業の環境経営の取り組み支援・金沢大学大学

院(非常勤講師)で環境マネジメント論を講義・いしかわ省エネ・節電アドバイザーとし

て地域や家庭での取り組み支援

保有資格：・(環境省)環境カウンセラー(事業者部門・市民部門)・環境プランナーＥＲ

・エコアクション２１審査人、ＫＥＳ主幹審査員・石川県地球温暖化防止活動推進員

・うちエコ診断員・白山市環境審議会会長・白山市地球温暖化対策地域協議会委員

講話： 地球の温暖化がすすんでいます。これからどうしたら良いでしょ

うか？ 電気は動力、音、映像、冷暖房などにつかわれます。電力を作るに

は水力、火力、原子力、風力、太陽光がありますが、化石燃料が 60 ％、原子

力 30 ％、水力 10 ％でしたが日本の原子力は事故で 50 機すべて止まり、火力

が 90 ％になりました。この火力は化石エネルギーを使用しますので CO2 ガ

スが増加します。CO2 は温室効果ガスで これで地球表面は平均 15 ℃にな

っています。これがないと－ 19 ℃になりとても住めません。しかし、これが

増えすぎますと暖かくなりすぎ、地球の氷が溶け海面が上昇し、南の珊瑚礁

は水没します。豪雨、竜巻など気候がかわります。積雪量は 180 ｃｍの 38 豪

雪以来、減りました。

温暖化の原因は暮らしの変化と人口の増加があります。それは森林の破

壊、電気の大量使用があります。特に家庭の使用がふえました。核家族の

増加で所帯数がふえました。電気の使用量は冷蔵庫、照明、テレビ、エア

コンの順に多く、夏 28 ℃、冷蔵庫は強冷を中に、照明も LED 等電力の少

ないものに、 室温も夏は 70 ％は窓から熱が入りますのでグリーンカーテ

ンをし、冬は窓から 50 ％の熱がにげますので断熱シートをします。電化製

品も旧式は電力をくいますので出来れば新製品にかえたいものです。しか

し今日、地球には 70 億人もいますがその 20 ％は電気のない生活です。電

気使用人間はこのままでいいでしょうか？（要旨）

RI 第 2110 地区 2013-2014 年度クラブ会員増強委員長会議のご案内
日時 2013 年 11 月 10 日(日) 14:00 ～ 16:00
場所 ANA クラウンプラザホテル金沢 3 階「喘雲 J

ハイライトよねやま１６３ より
留学生感想文コンテストで米山奨学生が最優秀賞受賞

「国際博物館の日」記念事業の一環として実施された、上野ミュージアムウィーク（ＵＭＷ）留学

生感想文コンテスト（主催：上野のれん会他）において、長野大学 3 年の米山奨学生、白柳爛ベ

クユランさん（韓国／ 2013-15 ／上田ＲＣ）が最優秀賞を受賞しました。留学生ならではの視点で、

上野の文化施設を初めて訪れた感想を綴った白さんのエッセイは、審査員から高い評価を得て、最

優秀作品 2 編のうちの一つに選ばれました。白さんは「最優秀賞を頂き、ありがとうございます。

上野のミュージアム巡りは、いつもの生活から抜け出し、一人の時間を楽しみ、文化的な体験がで

きた幸せな時間でした。上野で見たことをきっかけに、今後は世界で視野を広げていきたいと思い

ます」と、受賞の喜びを語っています。
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高校で国際交流奉仕活動を実施 — 東京米山友愛ＲＣ —
米山学友を中心に設立されたクラブ、東京米山友愛ＲＣと東京米山ロータリー

Ｅクラブ 2750 が合同プロジェクトとして、9 月 28 日、東京都立小平高等学校
で国際交流の授業を実施しました。

発起人の東京米山友愛ＲＣ会員、朴パク貞テイ子コさん（中国／ 2006-08 ／岸和
田ＲＣ）は、第 2640 地区での奨学生時代に、地区米山奨学委員会が企画した高
校生との交流事業に参加。「とても感動し、一生の思い出になったその活動を、

ロータリアンとなった今、クラブのメンバーや関東地区の米山奨学生と一緒に

ぜひ再現したい」と提案し、仲間と共に受け入れ先の高校を探して、3 年がかりで実現にこぎつけました。
当日は、同校の 2 年生 281 人と、両ＲＣ会員や現役米山奨学生ら 37 人が講師として参加。台湾への修学旅行を控
えた生徒たちに中国語の授業を行ったほか、さまざまな国籍の会員・奨学生が母国について紹介するグループ授業

を行いました。どのクラスも和気あいあいと笑顔の交流が図られ、生徒からは「講師がフレンドリーで、とても楽

しかった」「話が尽きなかった」「一生懸命私たちに教えてくれているのがすごく伝わった」などの感想が寄せられ

ました。また、副校長からは「開校から 50 年経つが、今日はまさに画期的な日。ぜひ継続をお願いしたい」との講
評がありました。

朴さんは「皆のチームワークのおかげで大成功を収めることができ、感謝しています。ロータリアンが支援した米

山奨学生が、“日本の未来”である高校生のために貢献することは、ロータリーだからこそできる奉仕。今回参加し

た奨学生たちが同じように次の奨学生を引っ張って、米山の精神を継続していくことを期待しています」と、語り

ました。

会員 消息 金沢百万石クラブ会員のお孫さん達のピアノ発表会

10/14（月祝） 金沢市アートホールにて

ピアノ教室の発表会（東海林也令子会員のピアノ

デサンジュ主催 北国新聞後援 ）がおこなわれ

ました。金沢百万石クラブ会員のお孫さん達のか

わいい演奏は素晴らしいできばえでした。

①おうま 東海林誠尋（年中）東海林勝（お父様）

②十人のインディアン 石丸志穂（年中）

③チョップ・ステック 東海林千寛（小１）

東海林勝（お父様）

④かっこうの鳴き声 第 1 楽章 上杉廉（小 4）
⑤アダージョ モーツアルト チェロとデュオ

上杉南月（中 2）
⑥フォスター・メドレー 土田陽智（小１）

⑦ロンドンデリーの歌 アイルランド民謡

佐川理恵子（中 1） （宮本玲子 元会員）

富士山

クラス会で東京に行ってきました。

10/13快晴に恵まれた関東平野からの富士
山 上越新幹線からもきれいにみえまし

た。

石丸幹夫

医療法人健歯会ヒカリ歯科医院内覧会 10/26（土）10:00～ 17:00
飯野歯科医院は 2013.10.25 から医院名をヒカリ歯科医院へ変更 初代理事長飯野健志が生涯貫いた For the

Patientの精神を受け継ぎより一層患者様の健康に貢献すべく誠心誠意尽力してまいります。
理事長 金 滋光 （金沂秀会員ご子息）

HIKARI DENTAL OFFICE診療時間 10:00～ 19:00 土 9:00～ 17:00 休診日 木 日 祝

会員ニュースを送って下さい

関東平野大宮よりの富士山の夕暮れ 品川プリンスホテルからの富士山


