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Innovation for the Rotary club ロータリーに新風を 2014 年 4 月のロータリーレートは１ドル＝ 102 円

金沢百万石

地区大会は 10/4 ～ 10/5
点 鐘
ロータリーソング

『 それでこそロータリー 』

四つのテスト

会長 挨拶：先週は 5 年ぶりに金沢北ロー

タリークラブとの合同例会に多くの皆様に

参加をいただきました。本当にご苦労様で

した。た。本当にご苦労様でした。奥田会長は百万石の皆

様に沢山来ていただき、とても嬉しく感謝いたしており、

皆様にくれぐれもよろしくとのことでした。又、年に１回

は合同例会を開催したいとのこと。一部の方は年 2 回との声もありました。今後は皆様と前向きに見当したいもの

です。昨日、韓国で修学旅行の高校生を乗せた旅客船が沈没した事故があり、まだ 280 名程が行方不明になってい

ますが、現場は潮の流れが速く、捜索が非常に難航しているようですが、一人でも多くの方が助かってほしいと願

うばかりです。

ゲストのご紹介（米山奨学生）楊 立山 様： 奨学金

支給とご挨拶：こんばんは 奨学金を有り難うございま

す。ロータリーの皆様のおかげで今度 5/11 ～ 17 東京

で個展をすることになりました。そのため毎日夜１～ 2
時まで製作をしています。

ビジターのご紹介

金沢みなとＲＣ 尾崎 知恵子様
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第 740 回例会

ホテル日航 5F
4/17(木) 19:00

例会出席率 20/37 54.05
3 月の平均出席率は、69.50 ％

武藤清秀 SAA

2013 ～ 14 理事・役員 委員会 ★太字：理事役員

(役員） 会長：野城勲 ｴﾚｸﾄ：宮永満祐美 副会長：若狭豊 副会長：魏賢任 幹事：上杉輝子

副幹事：井口千夏 会計：東海林也令子 SAA：武藤清秀 直前会長 北山吉明

（理事）クラブ管理運営委員長：西村邦雄 副：二木秀樹 親睦：○二木秀樹 金沂秀 村田祐一 杵屋喜三以満

井口千夏 プログラム：○魏賢任 木場紀子 谷伊津子 武藤清秀 SAA：○武藤清秀 大路孝之 川きみよ

ニコニコ：○江守巧 東海林也令子 土田初子 友好・ｸﾗﾌﾞ細則：○水野陽子 宮永満祐美 岩倉舟伊智

奉仕プロジェクト委員長：木場紀子 副：水野陽子 職業：○永原源八郎 竹田敬一郎 社会：○谷伊津子

辰己クミ 大沼俊昭 国際：○川きみよ 江守道子 井口千夏 東海林也令子

喫煙問題：村田祐一 会員組織委員長：金沂秀 副：辰己クミ 会員増強修練：○藤間勘菊 石丸幹夫

炭谷亮一 金沂秀 魏賢任ロータリー財団委員長：藤間勘菊 副：永原源八郎 ロータリー財団・米山寄付：

○木場紀子 藤間勘菊 川きみよ 大路孝之 年次寄付：野城勲 広報委員会委員長：村田祐一 副：江守道子

広報：○杵屋喜三以満 相良光貞 宍戸紀文 ロータリー情報：○若狭豊 竹田敬一郎 山崎正美 会報ホーム

ページ：○石丸幹夫 宍戸紀文 稲山訓央 常任理事： 石丸幹夫 吉田昭生

理事会オブザーバー・アドバイザー： パストガバナー 炭谷亮一 地区パスト幹事 岩倉舟伊智

監査 後出 博敏

長期姉妹クラブ担当 南光州：金 石丸 岩倉 江守巧 東京世田谷中央：炭谷 岩倉 石丸 藤間

京都北東：炭谷 杵屋 水野 高崎： 石丸 村田 金沂秀 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)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 休憩時間 12：00 ～ 13：00 木 15:00 ～ 20:00

休日（土日祝日) 幹事 上杉輝子

クラブ例会予定 2013-2014 年度

4/17 今年度委員会事業振り返り

理事役員会

4/24 菊知充 様（金沢大学医学部神経科精神科

子どものこころの発達研究センター特任教授）

5/1 休会

5/8 小林忠雄 様（北陸大学国際教養学科教授）

5/15 クラブフォーラム・理事役員会
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新入会員 入会式 高田 重男 会員

皆出席者顕彰 今月はなし。

《 食 事 》

幹事報告・委員会報告

上杉輝子幹事： ①例会終了後に今年度次年度の理事役員会があります。この会場で行いますので、

よろしくお願いします。 ②３月の平均出席率は、69.50 ％でした。 ③来週の例会会場は３Ｆ「ルミ

エール」です。

ニコニコＢＯＸ ￥ 2,000- 本年度 ￥ 556,100- 残高 ￥ 5,324,814
野城会長：北ＲＣとの合同例会、本当にご苦労様でした。ヤンさん、ようこそ。 上杉幹事：先日の合同例会楽し

かったですね。本日は理事会がありますので宜しくお願いします。

講話の時間

今年度委員会事業振り返り（宮永会長エレクト進行）

クラブ運営管理（西村委員長欠席の為、宮永会長エレクト代読）

会員親睦会 能登島(一泊) 出席 8 人で、日程に検討が必要

年忘れ家族例会 例年と同じく盛況

新入会員歓迎会、ゴルフコンペは 未実施

友好・クラブ細則 クラブ細則、CLP の検討は 未実施

京都北東 RC 創立 25 周年例会 出席 14 名で盛況

高崎 RC 創立 60 周年例会は、高崎 RC の申し出により 出席中止

プログラム

卓話 会員によるものは 4 回開催 外部講師によるものは 順調に開催

米山奨学生によるものは 4 月開催 R 財団地区委員によるものは 6 月開催予定

特別卓話(コンサート)は 2 回開催 金沢北 RC との合同例会も開催

ガバナー・ガバナー補佐によるものは 開催済み

反省点 懇親会としての飲み会をもう少し開催したら良かった

奉仕プロジェクト（木場委員長）

職業奉仕 二木・藤間・東海林会員による卓話は大変素晴らしく良い企画であった。

禁煙活動 村田会員による小中学校５校で講演

国際奉仕 ブリアナさん受入（ホームスティ先：川会員、江守巧・道子会員、東海林会員紹介の

村井様）

日韓青少年派遣 ３名が参加。 ラオス支援 １０万円を支援

この他、県が奨励する省エネ・節電プランに参加（谷会員）

国際奉仕について、留学生は受け入れる環境を整えて迎え入れることが前提（ホームステ

ィ先）。学校等を通じて引き受けてくれる家庭を募集してはどうかという意見があった。

追加：ラオス農業センター支援（炭谷亮一会員頻回訪問）

会員組織（金委員長）

例会の都度、前に出て声をかけていたが、途中で挫折してしまった。石丸先生は生活の一部と

して常に勧誘を心掛けておられる。1 人では無理なので、いろいろな行事を企画し、友達を呼んで

楽しんでもらう機会をもっと設けたい。お店や企画のアンケートを事前にとって、そういう機会を

増やしていきたい。

例会に来ない会員をフォローする仕組みをつくるべきだとの意見があった。
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ロータリー財団（藤間委員長）

寄付については今年度分は予定通り済んでいる。ロータリー財団の年次寄附は会長と決まって

いるが、米山の特別寄付は決まっていないので、はっきり決めたい。ロータリー財団・米山関連の

委員会には是非会長にも出席してほしい。

広報（村田委員長）

リレーマラソンは今年度はお世話する方がいない為、中止とします。また次

年度検討してください。ロータリー情報も随時案内していきます。会報は石丸先生にお任せして

いるが、写真・近況報告等、会員の皆様の投稿をよろしくお願いします。

点 鐘

2014 － 15 年度のための地区研修協議会のお知らせ
ガバナー湯浅外志男 ガバナーエレクト 永田 義邦

ホストクラブ/高岡万葉ロータリークラブ 会 長 稲谷 嘉則実行委

員長 岡本清右衛門

特別出席者の方々並びに各クラブの出席対象者の皆様、新会員(入会 3
年未満)の出席

2014-2015 年度 RI テーマ：Light Up Rotary ロータリーに輝きを

1.開催日時 平成 26 年 5 月 25 日(日) 13:00 ～ 17:10
2.開催場所 富山県高岡文化ホール

富山県高岡市中川園町 13-l TEL 0766-25-4141
3.出席対象者 【次期クラブ会長会議】

ガバナー、ガバナーエレクト、現・次期地区幹事、現・次期地区

財務委員長、現・次期地区監査委員長、次期クラブ会長

※オブザーバー:ガバナーノミニー、2015-16 年度〔地区幹事。地区財

務委員長〕

【全体会議】

次期〔会長・幹事 0 会計・理事・役員・各委員長〕

新会員(入会 3 年未満)、特別出席者

4.登録料 1 名 4,000 円(特別出席者の方々も合わせてご登録をお願いい

たします)

※当クラブは、クラブが負担します。

登録締切日 2014 年 4 月 25 日(金) → クラブ〆切 4 月 24 日(木)

地区協議会（DistrictAssembly）について

目 的

RC の指導者たちが、次のような点において必要な能力を育成し、知識を持ち、やる気を起こすよう図ることで

会員基盤を維持、そして／もしくは増強し、地元地域社会及び他の国の地域社会のニーズを取り上げたプロジェク

トを実施して成功させ、プログラムへの参加と資金寄付を通じてロータリー財団を支援することである。

構 成

研修に参加する各分掌別のグループとして次のような構成をとるものとする：

● 責務 ● 指針となる原則一方針と手続き

● 各チームを選任し研修させる ● 行動計画を開発する

● 資料 ● 成功した事例の検討

● 実際に応用：計画を組み立てる ● 問題解決

学習目的

各構成事項の学習目的は、研修に参加している各分掌別のグループのニーズに基づいたものでなければならない。

● 会員の勧誘と入会式 ● 新会員オリエンテーションと個人指導

● クラブ広報活動 ● クラブ管理運営

● 奉仕プロジ工クトの成功 ● 地域社会奉仕プロジ工ケトのためのクラブ募金活動

● ロータリ「財団 ● クラブ会長の指導力確立

参加者

クラブ会長工レクト及び、次ロータリー年度に指導的役割を果たすようクラブ会長工レクトから任命された RC
会員とする。

地区協議会の時期: 4 月もしくは 5 月中に、丸 1 日を使って行う計画とする。

（要覧 P42・216・263） ロータリー情報マニュアル P194 2005 より

プログラム概要

【次期クラブ会長会議】 多目的小ホール

11:00 登録・受付開始 (全体会議前に開

催)

11:20 次期クラブ会長会議(次年度予算の

承認 他)

12:00 終了 ※クラブ会長会議にご出席の

皆様にはお弁当を準備しております。

【全体会議】 大ホール

12:30 登録・受付

13:00 開会点鐘

13:10 ガバナー挨拶他

13:25 ガバナーエレクト所信表明他

14:00 地区研修・協議会および分科会の

主旨表明

14:10 休憩 ―各分科会会場へ移動一

14:30 ～ 16:00 各分科会

16:00 休憩 一大ホールヘ集合―

16:20 分科会報告・ガバナー所感他

17:10 閉会点鐘
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今年度次年度 理事役員会 日時:4 月 17 日(木)例会後

出席者

野城勲会長、宮永満祐美会長エレクト、上杉輝子幹事、

井口千夏副幹事、東海林也令子会計、武藤清秀 SAA、

北山吉明直前会長、石丸幹夫常任理事、木場紀子奉仕プロジェ

クト委員長、金沂秀会員組織委員長、藤間勘菊ロータリー財団

委員長、村田祐一広報委員長、宍戸紀文次年度 SAA 13 名
場 所 : ホテル日航金沢 5F オーキッド

議 件 : 1.次年度役員紹介 2.出席免除承認の件

3.次年度金沢 8RC 新年合同例会会費について 4.東日本大震災復興支援について 5.その他

パストガバナーからの手紙 174 回 炭谷 亮一

MOOC による大学革命とバイリンガル

今年の 4 月中頃から、ようやく日本でも東大や京大を中心としたオンライン無料大学講座が始まった。今秋には

100 大学 300 講座にまで規模が拡大される。もちろん日本人の為の日本語による講義である。そもそもオンライン

無料大学講座はアメリカでは数年前より始まっており、受講者は現在 1000 万人を超えている。大学の講義をインタ

ーネットで無料配信し、宿題やテストを課して一定の成績を収めれば履修証が発行される教育モデル（Massive Open
Online Couse 大規模公開オンライン講座）が世界的に広がりを見せている。

MOOC はスタンフォード大学やマサチューセッツ工科大学など超有名アメリカ大学で生まれた。MOOC は大学を

卒業した社会人の学び直し及びキャリアアップに活用されている。時には一般人の生涯学習や高校生の進学大学決

定に利用されている。そして大学当局の主たる目的は優秀な学生の獲得にある。インターネット環境が整い、パソ

コンやタブレット端末があればそれこそ世界中で、スタンフォード、ハーバード、MIT、東大、北京大などのスタ

ー教授の最高の授業が無料でいつでも、どこでも、繰り返し受講出来る。何んとも有益で非常に利便性の高い、ま

さにインターネットの現代社会に必然的に生まれたのが MOOC である。

MOOC の根底にあるのは学問の崇高なる目的「世の為、人の為、そして自分の為」そのものである。そして「あ

まねく高等教育に触れるチャンスを」と言う理念で、地域や経済的制約のある特に途上国の若者や、学びの現場か

ら離れていた主婦や高齢者にも教育の機会を提供する。更には寝たきりの生活を余儀なくされている人々でも「智」

の恩恵を受けることが可能だ。大学のイノベーションひいては大学革命につながる可能性すらある。例えば大学の

中には正式な単位として認定しようと言う動きすらあり、既存の大学教育のあり方に一石を投じている。更に一歩

進んで、シンガポール国立大学の副学長は以下の様に述べている。「自校における教育の質を高めること、それが

MOOC に参加する本質的な狙いだ」と。更には「大人数での座学となる講義などはオンライン講義に任せ、教員と

学生との議論や 1 対 1 の指導など、直接的な対話に大きな時間を割く。つまりオックスフォード大学で行われてい

る様なチュートリアル形式（学生が自身で勉強する為に教員は指針を示しアドバイスする）にし、キャンパスでは

対面教育の強みを最大限に引き出したい」と。以上の様に高い授業料を取る大学は自らの付加価値を再検討する必

要性に迫られている。

一方 MOOC の台頭に警戒心が出て来ているのも事実である。ネットの力で大学の垣根が取り払われる「オープン

化」によって、教える側の能力が問われて既得権益が脅かされるからだ。下位の大学では MOOC を実際の講義とし

て導入することにより、一流の有名教授による質の高い授業を受ける訳だから、科目が競合する自校の教授陣から

拒否反応が強い。もちろん能力差が白日のもとにさらされる訳だから。下位校の学部や大学そのものの存立さえ危

なくなり、少子高齢化もあり、結果資本主義の原則どおり淘汰が進み、本当に必要とされる大学のみが生き残れる

ことになる。

営利企業として MOOC を運営する「コーセラ」「エディックス」両者の場合、サーバーに蓄積されている受講者の

成績一覧を求人企業に見せて人材紹介することを収入源の 1 つとして有望視している。例えばコンピュータープロ

グラミングの成績上位者にはかなりの高給で企業からのオファーが来ている。

以上の様に英語能力がネーティブと遜色ない能力を持った外国人（もちろん日本人も）にとっては何んともあり

がたい世の中になったが、私は日本人 1 億 2 千万人（18 才から 60 才までの人口は 7 千万人位か）の内、いったい

何人がこの制度の恩恵を受けられるか想像しただけで身震いしている。もちろん私の劣悪な英語力では英語による

講義などとても理解出来ない（3 ％理解するのがやっとだろう）。更に教授に質問しディスカッションするなんて夢

のまた夢と言わざるを得ない。日本人で可能な人は何％か。いや 0.000 何％なのか。多分 20 万～ 50 万人程度か。

あとの成人のほとんどは英語のインターネットによる智の恩恵にあずかれない。誰がこんな日本にしたんだ。文科

省か。高等教育機関か。それとも我々日本人の資質なのか？一般的に日本語と英語の周波数・文法の違いから、日

本語と英語は世界中の言語の中で最も離れた位置関係にあり、その結果日本人のバイリンガルは成立が難しいと言

われている。その上日本国内に住んでいれば英語の必要性は乏しい。また日本人特有の引っ込み思案などすべてが

複雑に絡み合って影響している様だ。一般論として言語は個々人のルーツ、アイデンティティーそしてバッググラ

ンドを映し出すもので、それは日本語でも他言語でも何んら変わらないと言われている。従って Mother Language
つまり母国語（世界共通でこの世で一番大切なのは母親であり、そして最も頼りになる言語）の確立が絶対必要だ

と言われている。つまり正しい日本語を話し、日本人として必要な知識とその他幅広い教養の知得がバイリンガル

への第 1 歩と言われている。私はとてもとてもバイリンガルにもなれそうにないが、優秀な若い日本人にはコミュ

ニケーションツールとしての英語の必要性を認識して、是非バイリンガルにも国際人にも頑張ってなってほしいも

のだ。


