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石田会長の時間 

本日の進行 (12：30) 

年忘れ 大忘年会 

＆ クリスマス会 

―次回のお知らせ― 

1 月 16 日 (18：30) 

新年会（同伴） 

（於：SCAPES） 
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今年もあと 3 週間、僅かとなりました。  

今の若者が育ったゆとり教育を見直し、再び詰め込み教育

へと移行過程にある問題点を考えてみたいと思います。 

教育の歴史としては詰め込み教育が先に来ますが、どちら

にもメリット・デメリットがあるため、単純により優れた教

育はどちらかを決めることはできません。 

詰め込み教育は、戦後の日本の教育理念をリードしてきた

考え方で、必ず引き合いに出されるのが受験競争です。確か

に詰め込み教育は知識をひたすら暗記する形式を取りやすい

ので、その結果として過度の受験競争を引き起こしやすいと

いう特徴がありました。 

詰め込み教育こそ受験競争とそれに続く就職競争の最大の

原因なのだと考える方が多くいました。この受験競争は 70

年代にピークを迎えましたが、これは詰め込み教育が問題な

のではなく、大学のランクがそのまま就職に直結するという、

当時の日本のシステムそのものの問題だったと思います。 

ゆとり教育が本格的に実施されたのは 2000 年代に入ってか

らの話ですが、目的は、簡単に言えば生徒の勉強の負担を減

らしてその分心の余裕を確保し、より自由な発想を育もうと

いう事です。さらにそれは、国際社会で通用し得る真の学力

と人間力を形成することを目的としています。日本の学者が

海外で高い評価を受けるためには、ユニークな発想力が欠か

せないからだと思います。 

しかし、ディベート力もユニークな論理構成力も、基礎学

力に基づいたモノであることは、言うまでもありません。現

在切り捨てた基礎学力なくしては、その上のステップまで到

底たどり着けないからです。 ゆとり教育の負の成果として、

学力低下が最も問題になっています。小中学生の学力低下に

気付き学校教育の立て直し＝詰め込み教育化への移行を進め

ています。 

 

個人的には、知識重視型の教育方針である詰め込み教育が

良いのか、学習時間と内容を減らし、経験重視型の教育方針

のゆとり教育が良いのかと言われれば、どちらかに偏るのは

最良ではないと言わざるをえません。 理想は、学力・知識

も経験もバランスよく取得させる事だと思います。 現在は、

実力も伴っていないと学歴だけでは生きていけない時代に突

入した事は確かです。 これから次代を担う若者達に期待し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

─ 250９回 例会記録     2013 年 12 月 12 日 ─ 

「Ｌｅｔ‘ｓ ｒｅａｌｉｚｅ Ｒｏｔａｒｙ !！｣ 

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 

【出席報告】会員数 49 名（出席免除 6 名） 出席数 26 名：出席率 55.32%  前回修正出席率 62.22％ 

報告：・岡本幹 次週の例会は 1 月 16 日(木) 18:30～ 

葉山森戸「スケープス」にて同伴の新年会。必ず返信を。 

12 月 誕生・結婚記念日のお祝い 

本人： 福嶋謙之輔、菊池尚、岡本久、松田壽之、 

宝子山泰久、服部城太郎、渡辺順寛、長野賢太郎 

奥様： 湊屋良子（孝之）、岡本明美（久）、松田由衣（壽之） 

結婚：  （敬称略） 

ニコニコ BOX 優秀コメント 
10月 

1 位： 2500 回例会、ﾁｬｰﾀｰﾒﾝﾊﾞｰの一人としてお祝い申し 

上げます。楽しい例会が続きます様に。   鈴木(久) 

2 位： 特にありません。でも幸せです。  毛利君 

３位： 女子ゴルフもしかしてチラッと見えるな？ 

福嶋君 

   11 月 

1 位： 孫がＩＣＵに合格しました。   市川君 

2 位： 日毎寒さがつのります。人肌恋しい季節の始まり 

です。            山本(三)さん 

3 位： ものすごく嬉しい事あったんですが、忘れました。 

桐田君 



 

 

  

桐田 職業奉仕  

フォーラムを開催。ロータリーの精神にのっとり職 

業の品位を保ち、』自ら選んだ職業において最高の論 

理的基準を推進するという内容であった。後半は職 

場訪問を計画している。 

矢部(房) 社会奉仕 

ビーチバレーを開催。多数ﾁｰﾑが参加。ﾌﾟﾛのｴｷｼﾋﾞｼｮﾝ 

があり、デフバレーの方も参加。市民まつりは、悪 

天候で午前中で中止。両イベントで募金が集まった。 

徳永 国際奉仕 

香港・台湾との国際交流を、皆さんの意見を聞きな 

がら進めていけたらいいなと思っている。 

岩瀬 新世代 

ボーイスカウト・ガールスカウト・JC に助成金。 

JC とはを交流を深めイベントを一緒に出来たらよい。 

岩佐 インターアクト 

高３は受験に入ったが、中１が 3 名入った。5 月には 

募金活動、夏には清掃作業を実施。今後は「ボランテ 

ィア活動とは」の勉強会、開成祭での展示・物品販売 

を計画している。 

川上 広報 

地域での認知度を高める為、近隣のﾒﾃﾞｨｱに働きかけた。 

宝子山 会報編集 

会長のイラストを作り、デザインを変更、全体を刷新。 

編集委員を 10 名にお願いし、二人一組で上期はスム 

ースに回った。下期も充実した読みやすい会報にしたい。 

空いた時のコラム欄の原稿をみなさんから募集中。100 字 

程度、写真も歓迎する。卓話者からは出来るだけ原稿を頂く。 

市川 IT・PR 

ホームページの後半のスケジュール欄を載せる。 

臼井 雑誌 

橘武委員長がロータリーの友の紹介を毎号出して 

いる。必ず読んでほしい。後半は「友」に活動の 

投稿をしたい。 

長野 写真映像 

市川会員の指導のもと、欠席しないよう例会写真 

を撮る。ドロップボックスに掲載しているので見 

てほしい。 

村田 研修リーダー 

後半に 3 年未満の会員 14 名を対象に、3 回位に 

分けて情報集会を行う。講師は 30 年以上の在籍 

者。退会しない理由を話してもらう。 

矢部(光) 会員増強・退会防止 

退会防止に力を入れる。若い人が若い人を紹介す 

るのが良い。5 人増強するには、実質 7～8 人の 

入会が必要。 

桐ケ谷 会員選考 

皆さんから新会員を推薦して頂いて出番がある。 

責任も重い。 

毛利 職業分類 

「1 業種 1 会員」ではなくなった。地域の職業分 

類を調べをすることはどうなんだろうか？ 

山科 ロータリー財団・米山奨学 

アメリカの財団システムと日本は違うので、R 財 

団の寄付理解しにくいこともある。来年 3 月から 

公益法人として基本財産を使えるようになる。 

山口 ロータリー財団 

地区の要請は 1 人年次寄付 200＄、ポリオ 40＄。 

村松 特別（青少年交換） 

8 月からエレンさんを受け入れ。石田・葉山・村松 

・矢部(房)会員宅にホームステイをする。暖かい目 

で応援してほしい。 

 

■ニコニコＢＯＸ  本日合計￥ ５９．０００  累計￥ １.０７３．０００  

石田君…今年ももう少し、各委員会の皆様よろしく。 

岡本君…上期もあとは忘年会を残すのみ。下期もよろしく。 

矢部(光)君…今澤隆会員、入会おめでとうございます。気軽

にﾛｰﾀﾘｰをエンジョイして下さい。増強委員会より。 

臼井君…橘雑誌委員長ありがとうございます。来年もよろしく。 

船津君…岩佐さんよろしく。 

山科君…桐田ノミニー頑張って下さい。 

桐田君…今日はネクタイを締めてきました。 

寺嶋君…忘年会、新年会、楽しみにしています。 

手島君…長く欠席いたしまして失礼いたしました。 

山口君、市川君、桐ケ谷君、岩瀬君…寒くなりました。 

矢部(房)君…二日間、南西の風が強いです。寒さに気を付け

ましょう。 

服部君…今年も押し迫ってきましたね。 

鈴木(安)君…時の過ぎるのは早い、2013 年もあとわずか。 

宝子山君…街は師走らしさが、日々色濃くなってきました。 

村田君…先生も走っていない師走だ。お祝いを頂き。 

安藤君…大変忙しい月です。乗り切りましょう。 

村松君…師走、一年早や。又歳をとるよ！ 

長野君…今週来週が忘年会の山場です。 

山本(由)君…今年もあと少し、飲み過ぎに注意！！ 

岩佐君…年末です。「飲み過ぎに注意」いたしません。 

徳永君…子供はｻﾝﾀが会いに来る。大人はｻﾝﾀに会いに行く。 

毛利君…今日も元気です。

 

担当：徳永淳二 


