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本日の進行 (18：30)
青木 盛久 氏（元ペルー特命全権大使）
相模原大野ＲＣと合同
―次回のお知らせ―
11 月 28 日 (12：30)
徳永 淳二会員 「音楽で繋がる
心、繋がるアジアの未来」
E-mail:

会 長◆石田 隆
会長ｴﾚｸﾄ◆藤吉一哉
副会長◆村松邦彦
◆橘 克巳
幹 事◆岡本 久
ＳＡＡ◆福嶋謙之輔
会 計◆市川 浩
直前会長◆岩瀬浩人
会報委員長◇宝子山泰久

例会日：第 1･2･4 木曜日 12:30
第 3 木曜日 18:30
第 5 木曜日 18:00
例会場：「カンティーナ」
逗子市新宿 1-3-35
TEL：046-870-6440
事務所：逗子市逗子 1-9-26
萬屋ビル 2Ｆ
TEL＆FAX：046-873-0226

zushirc@sage.ocn.ne.jp

Website: http://www.zushi-rc.com/
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石田会長の時間
昨日、創立 20 周年を迎えた相模原大野 RC

いので「分らなくても授業を受けて頑張りなさい、自分の好

に岡本幹事とお邪魔させて頂きました。故山本淳正 PG との

きなことだけに興味を持ち、嫌いなこと苦手なことには目を

思い出を胸に来週、相模原大野 RC の皆さんがお越しになら

背けるのは許されない」と話しましたが、聞く耳を持たずま

れます。当クラブとしても大いに歓迎したいと思います。

さに甘やかされて育ってきた子供の典型だと感じました。反

今週末の 16-17 日の両日は、2780 地区青少年交換学生
の選考試験が行われます。当クラブでは大橋菜々子さん(清泉
女学院中学 3 年生)を推薦しましたが、今年度は倍率で表すと

抗的で呆れてしまう程でした。ホストファミリーを替えて欲
しいとも言われました。
私は、uncomfortable(不快) などと大変失礼な言葉を平

「3 倍」と大変ハードルが高くなっています。結果は、来週

気で言える幼さを指摘し、あなたの態度は私たちを失望させ

の例会で発表致します。

ている、あなたは自分の立場を勘違いしていないか、あなた

現在当クラブがホストをしているスウェーデンからの交換

がホストファミリーを替えて欲しいと言っても今のあなたの

学生エレン テルジンが 8 月 17 日に来日して 3 か月になり

態度では無理だからとだけ言っておきました。そしてこの日

ます。我が家でのホームステイの近況をご報告申し上げます。

から彼女と私たちは平行線をたどります。こちらとしては機

学校は、県立逗子高校の 1 年に在籍、部活は文芸部に入部
して、漫画（描く）、合唱部、華道部に所属しています。
学校の対応は大変面倒見が良く、特別にカウンセラーや外
国人の先生も用意して万全の対応をして頂いております。
我が家での最初の 2 カ月は、用意されるものを食べ、寝た

嫌を取る必要が無いと判断し、放っておきました。
２日経って黙って観ていた長女が見かねて彼女に、自分が
経験してきたホストファミリーとの関係やそこから築かれる
信頼関係等々苦労話も話し「貴方は勉強しなさいと言われた
だけなのに、そんな事でふくれているなら帰った方が良いよ」

い時に寝てと自由気ままな生活をしていてまるでホテル住ま

とまで言い放ったようです。その後私たちに「御免なさい、

いのようでした。日本の習慣を教えても自国の事が基準にな

謝罪します」と頭を下げてきました。そこで私は「失礼な態

っていて中々順応しないので「もう 2 月経って貴方はゲスト

度をとらないよう、世話をしてくれる人に感謝の気持ちを持

じゃなくて家族なんだから家の手伝いをするように」と言っ

つこと」を彼女に約束させました。今回の事が教訓となって

て自覚させました。マナーについても家内が教えました。カ

彼女も成長してくれることを願っています。

リキュラムにある数学は授業・テストとも嫌って受けていな

ロータリー財団への寄付
年次基金(シェア)：地元や世界で実施されるﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの資
金源となる。R 年度末に国際財団活動資金(WF)と DDF(地
区財団活動資金)に分けられる。
（地区目標

＄200/１人）

恒久基金：R 財団に継続的な収入となりプログラムを恒久
的に支える。
（地区目標

＄1.000/クラブで 1 人）

ポリオプラス基金：ポリオ撲滅活動(地区目標

＄40/1 人)

【出席報告】会員数 48 名(出席免除 6 名) 出席数 27 名：出席率 58.70%

2014 年 RI 国際大会
6 月 1(日)～4 日(水)
オーストラリア・シドニー
１回目登録締切 12 月 15 日
登録料：US＄310

前回修正出席率 61.70％

岩佐

直樹 会員（逗子開成中学・高等学校事務長）

１．本校の略史

により 6 年間を通して 5 教科すべてをバランスよく学

本校の前身は、1903 年、私

習することで養われた読解力・思考力・表現力、さら

立東京開成中学校の分校とし

にはヨットに乗る海洋教育や学校にある映画館での

て、三浦郡田越村池子（現・

映像教育、豊富な土曜講座等様々な学校行事、クラブ

逗子市池子）に開校された各

活動によって得られた生徒同士、生徒と教員との信頼

種学校私立第二開成学校であ

関係の堅固な構築こそが進学率アップに繋がったと

り、その後中学校としての認

思います。30 年かかって積み上げてきたやっとの成

可を得、東京開成中学校から

果です。

独立して（1909 年）
、私立逗

３．公立高校、湘南高校との比較

子開成中学校と改称しました。
太平洋戦争後、学制改革に伴い逗子開成中学校・逗

なんと 2013 年は湘南高校と逗子開成高校の東京

子開成高等学校が設置され、教職員 86 名、生徒数

大学の合格者数が総数（14 名）で並びました。現役

1910 名を数える大規模な学校に発展しました。

合格者の数では湘南５名に対し開成１１名と圧倒的

しかし、高度経済成長期の公立教育の充実の中、本

に開成が上回りました。まさに競争の大学受験にあっ

校中学校への志願者は年々減少し 1973 年には中学

て
「我々の代で 2 桁数の現役東大合格を達成しようヨ」

校生徒募集の中止を余儀なくされました。

「みんなで受かろうゼ」を合い言葉に励まし合って勝

そんな中さらに学園に大きな打撃を与えたのが「北
アルプス八方尾根遭難事故」で、学園は大混乱に陥り
ました。その長きにわたる混乱を収拾したのが、1984
年に理事長に就任したのが亡徳間康快先生です。

ち得た栄誉で私立中高一貫校教育の結実とも言える
でしょう。
2013 年の大学入試合格実績は東京大学を含め国
公立大学が 95 名、早稲田大学 118 名、慶應義塾大
学 72 名など大躍進しました。

２．逗子開成進学率躍進の秘密
徳間理事長は学園改革を急ピッチで徹底的に進め
られ、諸施設・設備の充実を図るとともに、教育シス
テムの整備等弛まざる改革を牽引し逗子開成の礎を
築いた“中興の祖”です。まさに完全中高一貫の教育

今後も学校改革の歩みを検証しつつ更なる発展を
期して邁進していきます。

『大人になるとますます“世の中おもしろいことがい
っぱいあること”を子供たちに教えてあげたい』
（岩佐 直樹）
担当：三宅 譲

■ニコニコＢＯＸ

本日合計￥ ３５．０００

岩佐君…本日はよろしくお願いします。

累計￥ ８８６．０００

山本(三)さん…日毎寒さがつのります。人肌恋しい季節の始

石田君…岩佐さん卓話よろしく!! 会員の皆様ご出席ありが

まりです。

とうございます。今日は今季一番の寒さのようで

桐ケ谷君…冬近し

す、皆様ご自愛下さい。

毛利君…今日も元気だ！

岡本君、市川君、山口君、船津君、山科君、三宅君、岩瀬君、

になっているのか？と思います。
寺嶋君…日本は本日も快晴です。フィリピンの台風の被災者

矢部(房)君、菊池君、松田君…岩佐さん、卓話楽しみです。
橘(武)君…めざせ！！

東大県下№１を。

の方の無事を願ってます。
桐田君…今日は、てんてこまいです。ちょっと早めに退出さ

矢部(光)君…徳間康快元理事長の思いがようやく実ってい

せて下さい。

る。存命なれば何と言うか。ガンバレ逗子開成！

１１ 月 誕生・結婚記念日のお祝い

ＯＢ一同。
宝子山君…11 月 17 日(日)流鏑馬・武者行列、秋晴れにな
りますように！
安藤君…先月末より香港、長崎、佐世保と出張して風邪を引
きました。
福嶋君…秋深し

富士が綺麗！

草柳君…ここ数日富士山が良く見えています。空気がきれい

藤吉君、葉山君、服部君…岩佐さん、卓話よろしくお願いし
ます。

寒いですね。

残りさびしい 日記帳

本人：

村田典昭、葉山太一

奥様：

村松洋子（邦彦）、

結婚：
山本由夫・康子、河野征一郎・富美子、
村松邦彦・洋子、田中俊樹・公子 モニカ

