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＜2700地区テーマ＞ 

『考えようロータリーの多様性と 

クラブの主体性を』 

 

＜苅田ロータリークラブ＞ 

『奉仕の喜び・人は人のために』 

 

 

例会予定 

 
9 月 17日 （木） 会報雑誌委員会 

9 月 24日 （木） 観月会夜間例会 

        18：30～  スカイホテル苅田 

10月 1日 （木） ロータリー情報 

10月 8日 （木） 米山記念奨学生外来卓話 

         アイコウイツ氏 中国（豊前 RC）  

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

     

 

日韓親善会議  2012-2013 田中 作次 RI 会長 

■地区・第１G・行事予定   

9月 17日（木） 理事会 

■ＩＡＣ  

9月 10日（木） IAC例会  16：30～        

２棟 英語科準備教室 

■第一グループゴルフ大会 

９月１３日（日曜日） 勝山御所カントリークラブ    

集合：９時５０分  スタート：１０時２４分 

 

＜第１８７５例会＞ 

 広報・IT 委員会 井手口 貞治 

http://kanda-rc.rid2700/
mailto:kanda-rc@f4.dion.ne.jp


第 1874回 例会記録 ＜2015年 9月 3日＞ 

会長の時間  杉坂 正徳 

国際ロータリーでは、９月は

「基本的教育と識字率向上」

月間です。 

地域社会で基本的教育を

普及し、識字能力を高めるた

めのプログラムを支援し、地域社会の参加を促進、成人識字

率の向上、教育における男女格差を減らすための活動、基本

的教育と識字率向上に関連した仕事に従事することを目指す

専門職業人のための奨学金支援を強調する月間です。そこで、

日本での教育格差はどうだろう？格差教育はいかにして作ら

れたかを前川史彦先生が発表されている論文を紹介します。 

 日本の教育格差の移行  

小学校と中学校は義務教育としてすべて平等に扱われ、

高校入試でそれぞれの能力や資質によってそれぞれの進

路に振り分けられていた。つまり 15 歳が人生の大きな分

岐点になっていたといえる 。15 歳までは誰にだって無限

の可能性があると言われ、高校受験に対する比重が非常に

大きかった。しかし、少子化が進行したことによりそのこ

ろのような競争はなくなった。公立高校の受験前に、私立

高校を滑り止めで受けて簡単に入学の確約が取れる。昔は

中学浪人も多かったが、そのような進路が決まらないとい

う状況はもうない。高校受験が人生の節目という 時代で

はなくなり、つまり高校受験は日本の教育においてエンジ

ンの役目を果たさなくなった。  

15 歳が人生の節目ではなくなったと述べたが、それで

はどこが人生の節目になったのか。それは12 歳である 。
戦前は中学に進めない子どもの方が多かったため、競争が

あったのは一部だけだった。それでも旧制高校の受験は、

人生における大一番であり睡眠時間を削って取り組む者 
も多くいた。戦後になり、高校進学率が上昇すると、人生

における高校受験のウェートはさらに 大きくなり、エン

ジンとしての役割を果たしてきた。そのころは誰もが読み

書きそろばんを必死で学ぶ時代であり、親も子も内申書を

握っている先生には全く逆らえなかった。 

しかし、そのような時代は去り、仮に中学校で不登校だ

ったとしても高校には進学できるようになった。もう高校

受験というエンジンは機能しなくなってしまった。そこで

国が出した答えは もっと早い段階で選抜をするというこ

とである。すべての子どもに勉強を頑張ってもらうのはも

う無理だということで、優秀な子どもだけ早期選抜して、

その子たちだけ頑張らせることにした。  

こうして義務教育の段階での学習内容はどんどん切り

下げられていった。それと同時に、今までは私立と国立だ

けであった中高一貫校を公立でも作った。このように、従

来は 15 歳で一斉に 振り分けられていた進路が、これか

らは12 歳の希望者のみが特別なコースに進めるように変

化していったのである。  

そうなると親がどれだけ受験に対してバックアップで

きるか、教育環境を整えられるかが子どもの能力の一部に

なってくる。高校入試の場合は本人の自覚もしっかりして

いるので、どれだけ努力するかが大きなポイントである。

しかし中学入試となると親のサポートが必ず必要である。 
勉強がどれだけできる子どもであろうが、自分にとって中

学受験をするのが良いかどうかの判断をするのは困難で

ある。さらに塾や通信教育などのサービス業が発達し、学

力を向上させる方法も多様になっている。親は財布を握っ

ているだけでなく、子どもにはない社会経験からのスキル 
によって、学力をどのような方法で向上させるかを選択す

ることができる。  

地方の場合は高校受験がメインであるという考え方は

根強く残っていることが多いが、それでも 12 歳の節目も

出来つつある。公立中高一貫校が出来たり、私立高校が学

力アップにともない 中学を新設するというケースがある。

その場合は必ずしも上の高校に進むのではなく、もっとレ 
ベルの高い進学校に進むことも少なくない。なぜならば、

あくまで公立中学よりもその中学校の方がいいと思って

いるだけであり、一貫校としての評価をしているわけでは

ないからである。いきなり高校受験に臨まずに、中学受験

をステップとして、もっと高いレベルへ進むためのツール 
にしかすぎない。  

2010 年度から高校授業料無償化・就学支援金支給制度

が実施されている。これは公立高等学校などの授業料を無

償化し、私立学校においても授業料を低減することを目的

とした制度である。これにより低収入の階層は救われるだ

ろう。公立高校の授業料は年間 10～15 万円程度であり、

低収入の階層でも高校までは卒業できるという政策であ

る。 

しかしこれは、後述するように教育に対して最も敏感に

反応する中流層に応えることにはならない。中流のニーズ

は、公教育が充実して塾に行かせる必要がなくなることで

あり、大学の授業料の無料化・低額化であると思われる。

それに応えるにはかなりの費用がかかるので実現はかな

り厳しいだろう。 

 高校の無償化を行っても、これは高校入試によって振り

分けられたあとのことである。進学する高校の学力と親の

経済力は比例するため、これは格差がついたあとで、不利

な状況に置かれている子どもたちをフォローする政策で

ある。問題の根本はもっと早い段階にあるので、格差が生

じるメカニズムには変化が起こらない。 

    (前川史彦 香川大学 経済政策研究 第 7 号 2011 年 3 月) 



卓話  国際奉仕委員長  田辺 浩爾  

ロータリークラブの定款 第

５条 ５大奉仕部門 奉仕の

第四部門である国際奉仕は、

書物などを読むことや通信

を通じて、さらには、他国の

人々を助けることを目的としたクラブのあらゆる活

動やプロジェクトに協力することを通じて、他国の

人々とその文化や慣習、功績、願い、問題に対する

認識を培うことによって、国際理解、親善、平和を

推進するために、会員が行う活動から成るものであ

る。        （『手続き要覧 2013 年』P202） 

国際ロータリーとして考える国際奉仕というのは非常

に難しいので、苅田クラブのクラブ細則に書かれている

方を紹介いたします。クラブ細則第１０条の委員会の任

務の第５節国際奉仕委員会というところがあります。『国

際奉仕委員会。この委員会は、本クラブの会員が国際

奉仕に関する事柄においてその諸責務を遂行するうえ

に役立つ指導と援助を与えるような方策を考案し、それ

を実施するものとする。』とあります。例えば、晋州飛鳳ク

ラブの創立記念式典参加のため今年の１２月に訪問す

る予定にしていますが、その渡航プランの企画提案など

はまさにこれに当てはまる事柄ではないかと思います。

また、今年度末に韓国ソウルで行われる世界大会への

参加に向けての企画を考案している状況でありますが、

これも国際奉仕委員会の役割となっています。 

国際奉仕委員会の中には長江委員長率いる ICS 委

員会があります。また今年度は片岡会員が２７００地区の

ICS 委員会の委員長をされております。最初にお話しし

た国際的な活動において他国に援助や途上国に人道

的プロジェクトを単体のクラブで事業を行うのは大変困

難でありますので、そういった場合は地区 ICS 委員会に

助言や提案を受けて事業を行っているのが現状です。 

今年度の地区ＩＣＳ委員会の活動計画は 

・ネパールへ地震災害支援、学校とデイケアーサポート 

・フィリピンへ井戸、トイレ、学校設備、医療設備、台風支援 

・タイへ学校への浄水器の設置、運動器具の寄贈 

・インドネシアへ植林事業 

・スリランカへ水力発電事業 

以上を企画しているそうですので会員皆様のご理解ご

協力のほど宜しくお願いします。 

ロータリー米山記念奨学会は、日本全国のロータリー

クラブの会員や会員企業の寄付によって、公益財団法

人ロータリー米山記念奨学会が運営しています。外国人

留学生を対象とした民間の奨学金では国内最大規模で

す。米山記念奨学事業の特長は、奨学生一人ひとりに

地域のロータリークラブが世話クラブとなって、日本での

留学生活における精神的な支えとなっていることです。 

我クラブでは今まで５名の奨学生の受け入れを行って

います。記憶に新しいところでは地区大会でスピーチを

行った台湾の謝億榮さんや一昨年に帰国されたバング

ラデシュのホセイン・シャヘラさんなどですが、クラブとし

ては奨学金を渡すだけなので何ということはないのです

が、一番大変なのはクラブで奨学生の担当をしていただ

くカウンセラーだと思います。謝億榮のカウンセラーは丸

山会員が担当していただき、ホセイン・シャヘラさんのカ

ウンセラーは矢野会員が担当してくださいましたが、シャ

ヘラさんを含む過去の奨学生５名中３名のカウンセラー

を矢野会員がされています。まさにわがクラブのミスター

カウンセラーであります。奨学生たちからの相談にも大

変ご苦労をされたのではないかと思います。いつかその

話を聞かせていただきたいと思います。 

最後にロータリー財団委員会でありますが、この委員

会は寄付とプログラムへの参加を通じてロータリー財団

を支援する計画を立て、実施するものとする。とあります。

このロータリー財団は、クラブ内では財団への寄付の呼

びかけばかりで正直、嫌な役回りをすることが多いので

すが、ロータリーの国際的な資金活動の規模とすればこ

の財団の事業が一番大きな事業ではないでしょうか。 

ロータリー財団の使命は、教育の推進、きれいな水の

提供、平和の構築、母子健康の支援、地元経済の支

援、疾病の予防のための補助金を通じて、ロータリ

ー財団の使命を果たすことに多大な力を注いる   

（ロータリー財団章典 1.030） 

ここまで国際奉仕委員会と ICS 委員会、米山・ロータリ

ー財団委員会についてざっくりとお話をさせていただき

ましたが、またの機会にそれぞれの担当委員長に詳しい

お話しを聞かせていただければと思います。最後に丸山

委員長の言葉をおかりしまして、「米山記念奨学会、ロー

タリー財団とも皆様からのご寄付を、世界中の人々への

サービスに役立てています。皆様の一層のご支援を期

待しております。」とのことです。



    

ニコニコ BOX        親睦活動委員会  高城 直紀 委員長 

 

杉坂 正徳   第一グループ会長・幹事会において、会員数の減少の話が、第1グループの大きな悩みでした。 

屏   正隆   田辺委員長、有難うございました。ニコニコする様な事がたくさんおきます様にニコニコします。 

田辺 浩爾   つたない卓話で失礼しました。 

高橋 功吉   早退します。すみません。 

松田 博文   週報にコスモスの写真をのせて頂きありがとうございました。 

矢野 強      田辺国際委員長から、『シャヘラ』の名前がでまして色々有ったことを思い出しました。 

高城 直紀   ソフトボールをしました。僕は筋肉痛にはなりませんでした。 

壁屋 好惠   矢野カウンセラー夫婦に感謝、感謝です。 

福田 洋司   田辺委員長、すばらしい卓話でした。 

鈴木 公利   年度末地区の会員数は大幅に減りましたが、7 月の新年度の入会者が多く、前年度末プラス 41

となりました。我がクラブもプラス 1。第 1 グループで唯一プラス。 

原  公克     声を掛け合い例会に出席しましょう。 

井手口貞治   ソフトボールで、運動不足解消！！ 

青木 政憲   田辺委員長、卓話おつかれ様でした。渡邊会員よろしくお願いします。 

 

集計 17,000 円     累計 232,000 円 

４つのテスト 

言行はこれに照らしてから 

1）真実かどうか      

2）みんなに公平か 

3）好意と友情を深めるか 

4）みんなのためになるかどうか  

 
 

行橋みやこＲＣ 9 月 23 日 

9 月 30 日 

→休会 

→与原小学校 

 「ＥＭ菌プール投入」 

田川ＲＣ 9 月 16 日 

9 月 23 日 

→夜間例会（ワイン例会） 

→休会 

行橋ＲＣ 9 月 8 日 

 

9 月 22 日 

9 月 29 日 

→11 日 

移動例会「映画上演」 

→休会 

→夜間例会 

豊前ＲＣ 9 月 17 日 →夜間例会「観月会」 

 

近隣クラブ例会曜日 

月曜日 小倉中央 RC   リーガロイヤル小倉 

火曜日 行橋 RC     京都ホテル 

水曜日 田川 RC     ザ・ブリティシュヒルズ 

     行橋みやこ RC  京都ホテル 

木曜日 豊前 RC     築上館 

金曜日 豊前西 RC    築上町リサイクルプラザ 

幹事報告  屏 正隆 

・8 月 27 日 会長・幹事会がありました。IM の苅田

RC 担当は、2017-18 年度です。 

・次年度のガバナーの研修会が 9 月 26 日に開催さ

れます。 

・40 周年事業式典に向けて、ブレザーを作ります。 

  ・4 日、日韓親善会議に田辺会員が出席します。 

・新会員の渡邊剛会員は、今年度、会報委員と社

会奉仕委員に所属します。 

出席委員会 委員長 前田 頴子 

9月 3日  会員数 36名 

出席者 27名  修正出席率 86％  

メークアップ   

9月 4日  日韓親善会議  田辺 浩爾 

 

 

9月 3日  お弁当メニュー 

・チキンステーキ 

・タコのマリネ 

・筑前煮 

・玉子豆腐 

・チョコレートケーキ 

・ご飯・味噌汁・珈琲 （スカイホテル苅田） 

 

週報委員   青木政憲 竹部武男 松田博文  


