
 1 

 

 

 

 

 

国際ロータリー2013～14年度会長 ロン Ｄ．バートン 

  

第 2606 回例会 平成 26 年 5 月 9 日（金） 

◇ 月初めの報告、お願い 

 ・出席奨励・退会防止委員会 平山秀樹委員長より先月の出席率 ９１．３９％ 

今月は入会者が続きますので、新会員への積極的なお声掛けで出席奨励へのご協力をお

願い致します。 

・Ｓ．Ａ．Ａ．（正） 吉田 稔 会員より 

毎回ほぼ１００％の出席率でＳ．Ａ．Ａ．メンバーは皆様をお出迎えしております。 

今後とも楽しい例会に向けご協力をお願い致します。 

◇ 点  鐘   遠藤 英一 会長 

◇ 国歌斉唱 

◇ ロータリーソング    奉仕の理想 

◇ 四つのテスト      歌唱 

◇ お客様 

成田コスモポリタンロータリークラブ 金子 公久 様 

米山記念奨学生 ムンクバト 君 

◇ 誕生日 

小宮山 四郎 会員、吉田 稔 会員 

田村 幸宏 会員、仲村 盛政 会員（4 月） 

◇ 結婚記念日 

髙橋 晋 会員（預）、佐藤 英雄 会員 

喜久川 登 会員、角田 憲司 会員 

松田 泰長 会員、逆井 哲也 会員 

福原 孝一 会員（欠）、音花 昭二 会員（4 月） 

 

◇ ニコニコボックス 

設楽 正行 会員：昨年の 7 月から第 9 分区のガバナー補佐とし

て活動してまいりました。連休明けてすぐに「1年を振り返って」

と言う文章をガバナー事務所に提出し、これでほとんどガバナー

補佐としての仕事は終わりになります。この後、各クラブにお礼

参りに回ります。来月になりますと夜間例会が多くなりますので、

今月から回りはじめたいと思います。まずは本日、わが成田ロー

タリークラブへお礼としてニコニコさせていただきます。ＩＭへのご協力、そして皆様方

の様々な支援があり、大過なく終わりそうです。大変有り難く、佐瀬会員にもガバナー補

佐幹事としてご苦労、ご面倒をお掛けいたしました。まだ後 2 カ月ほどありますが、この

場をお借りして御礼申し上げます。ありがとうございました。 
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田村 幸宏 会員：お手元に会社のＰＲちらしを置かせていただ

きました。現在、成田空港第 1 ターミナルビル４Ｆが改装中です

が、北ウィング側に私どもの会社が経営するお店が、明日オープ

ンいたします。『東京食賓館 おもたせ処』と言います。ＮＡＡさ

んから東京のメーカー、旅客の皆様、地域住民の皆様（特に芝山、

多古など）に来ていただける様な商品をということでご要望があ

りました。勿論、一押しは米屋さんでございます。5 月 10 日～12 日までオープンキャン

ペーンを行っております。このチラシ持参のロータリークラブの皆様には粗品を差し上げ

るように手配してありますので、是非、成田空港へお越しの際は、このチラシを出してい

ただければと思います。沢山のご来店をお待ちいたしております。 

 

諸岡 靖彦 会員：田村会員のお話にもありました成田空港の新

しい販売スペースへ、是非お越しください！実は、私、本日食事

をするまではネクタイ着用が無く、クールビズのフライングをし

ていました。Ｓ．Ａ．Ａ．の逆井会員にペナルティを申告いたし

ましたところ、懐からおもむろに、ネクタイを取り出して、『こ

れをお使いください！』。無事にルール違反を克服することが出

来ましたました。ロータリーの友情に感謝しましてニコニコいたします。 

 

仲村 盛政 会員：私は普天間飛行場の地主ですが、そこにお墓があり、前の戦争でおじ

いちゃん、おばあちゃん含め 5 名が入っております。香港も戦争な

しで 100 年経ったら中国に戻りましたから、普天間飛行場もあと三

十数年掛かるかと思っておりましたら、今回、日米両政府の行為で

普天間飛行場が解放されることになりました。これでご先祖様に申

し訳がたちます。 

 

◇ 会長挨拶   遠藤 英一 会長 

 皆様こんにちは。新芽の緑が目に痛く、汗ばむ季節とな

りました。 

 さて、去る４月２９日に国際ロータリー第２７９０地区

の２０１４－２０１５年度の地区研修・協議会が開催され

ました。私も次年度クラブ研修委員会の委員長を拝命する

ことになっておりますため、午前中の全体会議に引き続き、

午後は管理運営部会に出席いたしました。私見ではありま

すが、次年度の宇佐見 透ガバナーの所信表明と当日の地

区研修・協議会の雰囲気から察するところ、我が成田クラブが２００７年に小川 賢会長

のもとでＣＬＰ（クラブ・リーダーシップ・プラン）を導入して以来７年が経過しました

が、ＤＬＰ（ディスリクト・リーダーシップ・プラン）との関係で久しぶりにＣＬＰが話

題に挙がってきたようです。 

 また、地区の組織図（案）もかなり変更され、ＤＬＰ構成に近づくとともに、管理運営

部会においてＣＬＰ導入クラブの例として示されたモデルは、Ｓ．Ａ．Ａ．がクラブ管理

運営委員会に属する点（これは例示のミスプリ？）を除き、成田ロータリークラブが７年

前に導入して、現在も機能させている組織図とまったく同じものでした。 
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 成田クラブはこのＣＬＰ導入によりクラブ活動の活性化を図っているところではありま

すが、導入以来７年の歳月が経過しクラブの構成員もかなり変わってきております。次年

度はクラブ研修委員長として、新会員には積極的に例会に出席していただくだけでなく、

既存の会員と新会員を区別することなく、次年度の宇佐見 透ガバナーが主張される「原

点回帰」の理念のもと、３回のクラブ研修会を開催する予定でおります。幸い当クラブは、

設楽会員を初めとするＣＬＰに関する数人のプロ、そして現在受講中の会員を含めて６人

のＲＬＩ（ロータリー・リーダーシップ・インスティテュート）修了（予定）会員を有し

ております。これらの会員をディスカッション・リーダーとして３回のクラブ研修会のう

ち２回はこのＲＬＩ方式による少人数グループ研修会を、１回は教室方式での研修会の開

催を予定しており、経験豊かな会員も新会員も今一度ＣＬＰの概念も含めた足元（原点）

を見つめ直す場が提供されればと思っております。 

さて、「一言、言わせろ」コーナーですが、５月、６月は割愛させていただきます。とい

うのも、この５月には６班に分けたホームミーティングが開かれますので、皆様には、少

人数の中で忌憚のない意見をお願いいたしたいと存じます。昨８日には、早速Ｅ班の会合

に参加してまいりました。 

最後になりましたが、成田コスモポリタンロータリークラブの金子様、そして米山記念

奨学生のムンクバト君、本日は成田ロータリークラブの例会にようこそお越しくださいま

した。楽しい時間をお過ごしください。ありがとうございました。 

 

◇ 奨学金授与 

米山奨学生 ムンクバト 君 

皆さん、こんにちは。新しい年度になりすでに 5 月になりまし

たが、4 月 20 日に今年度の新しい奨学生のオリエンテーションが

行われました。今年度も皆さんにお世話になります。宜しくお願

い致します。 

 

◇ バッチ授与（Ｎｅｗ Ｍｅｍｂｅｒ Ｐｉｎ） 

 神﨑 誠 会員、福田 朗 会員 

小澤 美良 元会員 

 

◇ 委員会報告   

・クラブ広報委員会  佐藤 英雄 リーダー 

ロータリーの友推薦記事としまして「ロータリアンのための会員

の入会と維持入門」。３７ページには専門分析として「会員はなぜ

退会するのか？私たちは何をすればよいのか？ロン・バートンＲ

Ｉ会長に聞く」という記事があります。この中にロータリーが成

長している国とその理由。３９ページには 2003 年から 2013 年ま

でに会員数がもっとも減少した国、地域としてアメリカ、日本、

イギリス、オーストラリア、カナダ。増えている国としてインド、韓国、ドイツ、台湾、

ブラジル、原因が特集で掲載されておりますので是非お読みください。 
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◇ 幹事報告  成田 温 幹事 

＜回覧＞ 

１．例会変更のお知らせ  八街 RC                                                  

２．例会スケジュール  印西 RC                                                 

３．国際交流協会便り                              

４．成田市社会福祉協議会 ニュースレター                     

５．米山奨学会より  米山功労クラブ感謝状                    

６．ガバナー事務所より 

   2015－16 年度 ガバナー候補者指名について 

    千葉 RC  櫻木英一郎氏     

＜ご連絡＞ 

１．5 月 14 日（水） 成田 CRC 創立 20 周年記念例会・式典 

   ビューホテル 16：00 点鐘 

   5 月 16 日（金）振り替え休会   

２．クールビズ期間     

   正式には今日の理事・役員会で決定  (案５/１６～１０/１７) 

   詳細は後日 FAX 

３．次回の例会は 5 月 23 日（金） 

   入会式予定  ANA 鈴木氏、成田ビューホテル 川島氏 

 

◇ 卓話 

＜高校教育の現状と成田高校の教育＞ 
大澤 浩一 会員     

（成田高等学校・付属中小学校 校長） 

１ 始めに 

   今回、諸岡靖彦管理運営委員長のお計らいによって、

この例会で卓話をさせていただく機会を与えていただき、

大変感謝しております。 

   入会当時やはり卓話の機会を与えていただいたのです

が、みなさん、自分の仕事の話をしておられるのに、私

は趣味の話、それも大した趣味でもない山スキーの話を

しただけで、少々気にしておりました。そんな意味でも

ありがたく存じます。 

 １）教育における理想あるいは価値観 

   これから、本題に入るわけですが、その前にお断りしておかなければならないこと

があります。それは、教育には理想がなくてはいけないのですが、自分自身はその理

想からあまりに遠いということです。それ故、教育について語るときには、自分を棚

に上げて話しているようで、かなり面映ゆいものがあります。時にはかなり恥知らず

だと思うこともあります。これからの話も自身の反省に基づくものです。そんなわけ

で、お聞き苦しいところがあったら、ご勘弁ください。     

それから、理想ということですが、これには必ず価値観と言ったものが関わってき

ます。そして、その価値観は人間の評価にも関わってくるのですが、私は人間の価値



 5 

を判断することは究極的に人間には出来ないものだと考えています。しかし、教育は

その価値判断をしなくてはすまないという二律背反した面があります。 

   もう１０数年前ですが、サンフランシスコに大学時代の部の後輩が住んでいて、彼

を訪ねて遊びに行ったことがあります。いろいろ案内してもらったのですが、スタン

フォード大学にも案内してくれました。ご存じのように、この大学はかなりレベルの

高い大学です。いろいろな所を回って、構内の書店にも行ったのですが、書店という

より図書館の感じでした。近頃そんな書店が増えている感じもしますが、中で割とゆ

っくり本を読めるようなスペースもあるわけです。 

   折角だから何か１冊くらいと思って求めたのは、スタンフォード大学のアドミッシ

ョン・オフィスの Dean（事務局長）を８年勤めた Jean H. Fetter という女性の 

‘ Questions and admissions ’ という本でした。帰ってから辞書を引き引き苦労して

読んだのですが、随分参考になりました。一般的に言えばアメリカの推薦入試は日本

より遙かに丁寧でその意味で誠実であると思います。日本の場合は推薦と言いながら

自己推薦などというものも多くあります。 

   スタンフォードの場合は、スタッフが高校回りをするのは勿論、入試書類も校長の

推薦文やら本人の志願書、これには自分の出自、背景、論文、様々な活動の概要等が

含まれるようです。また１０年生から１２年生までの３年間についての先生２名の人

物証明書、それからＳＡＴのスコアなどです。 

   論文については入試事務局のスタッフ３名で読み、意見が分かれた時には事務局長

が決定するというように非常に丁寧です。その中で、私の印象に残ったのはこの事務

局長が、最後の部分で、このように我々は努力をしているが、人間を評価する技術を

マスターすることはできない、と述べていることです。しかも、彼女は、多分それは

いいことだ、と言っています。アドミッション・オフィスの仕事は人間を評価して入

学者を決定することなのですが、それは究極には出来ないと知りつつ努力していると

言うことになります。 

   これは教育に関わる我々が常に意識している必要があることだろうと思います。生

徒をいい生徒、悪い生徒などと区別することは論外ですが、各教職員でも自分の価値

観だけにかじりついていることの危険は意識する必要があります。 

 ２）本校の建学の理念 

   これは、学校としても同様なのですが、私立学校はどこにも建学の理念というもの

があって、それに従っているわけです。本校の場合ですと先ず一つは、成田山の宗教

的使命の達成、これは社会に貢献出来る人間の育成ということになります。私は、よ

り具体的に自分の幸福を追求すると同時に他者の幸福のために寄与できる人間であっ

てほしいと言っています。 

もう一つは、地方文化の向上です。本校は１８９８年、明治３１年の創立ですが、

当時成田はまだ文明開化からはやや遠い田舎の地だったと思います。そんな中で生徒

達が自ら文化教養を身に付け、それを広めていくということになろうかと思います。 

   成田山財団には教育・福祉・文化に関わる分野がありますが、元をただせば本校の

創立者でいらっしゃる石川照勤僧正の五大事業に行き着きます。 

   さて、話の入り口だけでかなり長くなってしまいましたが、いよいよ本題に入りた

いと思います。 
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２ 教育の現状（経営的視点から） 

   教育の現状と言っても例えば、グローバリゼーションに伴う国際理解教育の問題、

あるいはいじめや不登校に絡む問題、これらは昨年９月から「いじめ防止対策推進法」

という法律が施行され、県でもこの３月に条例化され、学校の義務等細かく定めれて

います。その他にも食育、情報教育、つまりインターネット等の使用に絡む指導です

ね、等々数多くあります。しかし、今日は経営者の皆様がほとんどなので、私学経営

に焦点を絞って、私学経営を取り巻く状況ということでお話ししたいと思います。 

 １）少子化と定員割れ 

   千葉県には私立高校が全日制は５４校ありますが、今春の入試で定員割れの学校は

どのくらいあるとお思いでしょうか。・・・・・これは２６校です。割合にすると４８％。

これは全国的に見ても同様です。中には定員の３割にも満たない学校もあって、他人

のことながらこれでよく経営が成り立っているなと思います。 

   先ほど大学入試における推薦入試について申し上げましたが、これはごく少数を除

けばほとんどが学生確保のためと言っていいだろうと思います。ひどい場合ですとエ

ントリー入試などというのがあって、ごく早い時期にオープンキャンパスに出かけ、

その大学への入学意向を示せばほぼ合格とするものです。これは全国校長協会からあ

まりにひどいからやめてくれという申し込みをしてそのようになったかと思います。 

   大学に関して言うと既に平成１８年度からだと思いましたが、大学の総定員数と入

学志願者数を比べると後者の方が少なくなっています。つまり、受験生は選ばなけれ

ばどこかの大学には入れるし、大学から言えば必然的に定員割れが生じるということ

です。この現象はアメリカではかなり早く現れていて大学は淘汰されています。 

   今、大学生の学力低下が問題になり、ヨーロッパにおけるような大学入学資格試験

を課すべきとの議論が出ています。昨年平成２５年秋に安倍政権の教育再生実行会議

から提案されましたが、これは現在の大学入試センター試験とは別に学力測定のため

に到達度試験を行うというものです。詳細は決まっていませんが、実行会議の方では

これを推薦入試にも活用してほしいとの意向があるようです。が、大学からすれば、

とにかく学力の前に学生がこなければ話にならないわけですから、この活用を義務づ

けることは無理だろう、と私は推測しています。 

 ２）千葉県の現状 

   それでは、また高校に戻って、更に具体的に、千葉県の現状はどうなのかをここで

見てみようと思います。私は戦後の団塊の世代、アメリカなどではベビーブーマーの

世代と言うことになりますが、その子供達が中学高校生になる頃がまた一つのピーク

になりました。平成元年がそのピークなのですが、これは昭和４８，４９年生まれの

子供達ということになります。このときの中学卒業者数はおよそ９．８万人です。 

   では平成２４年の千葉県の中学卒業生数はどのくらいだとお思いになりますか。パ

ーセンテージで考えた方がわかりやすいでしょうか。・・・・・答えは、５．５万人、

パーセンテージにして５６％です。簡単に言うと半分くらいになっているわけですか

ら、先ほど申し上げたように、定員割れの学校数とほぼ同率になっているわけです。 

   唯、注意しないといけないのは、大学の場合もそうですが、一律に減るわけではな

く、人気のあるところは相変わらず倍率が高く、低い所は一層低くなるわけです。こ

こで付け加えますと、公立高校、つまり県の教育委員会と私立学校協会とは現在協定

を結んでいて、中学卒業生の７割は公立、３割が私立という分け方をしています。で

すから、公立の定員数も当然ながら減っています。 
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   県教委では団塊世代ジュニアの頃の生徒数増対策を早めに考えていて、その前から

高等学校を多く作ってきました。そんなわけで昭和６２年において公立高等学校数 

  はピークを迎え、この年１５８校となっています。 

   因みに千葉県の公立高校、当時は中学ですが、その最初は千葉中学で明治１１年に

出来ています。その後は明治３３年の創立が多いのですが、本校はその２年前、明治

３１年で県下２番目に古い中学校でした。それはともかく、大正６年（１９１７年）

における公立中学校数はわずか７校です。千葉中学以外に、佐倉、佐原、成東、大多

喜、木更津、安房です。この後、長生、東葛飾、匝瑳、長狭、市原の５校が加わり、

昭和２年（１９２７年）の時点では１２校です。進学率及び人口の増加には驚きます。 

   さて、ピークの平成元年から一転減少に転ずるわけですが、県の教育委員会では平

成１４年から１８年にかけて県立高校再編計画というものを立てて高校の統廃合を図

っていきます。その結果平成２４年時点では公立高校は１３２校、元年度からすると、

２６校なくなってしまいました。パーセンテージで言うと８３．５％です。私立は校

数が減らない分、定員割れという現象になっているわけです。 

   現在人口はこの印旛郡を始め、千葉、船橋、市川、東飾地区などでは横ばい状態で

すが、平成２９年（２０１７年）にかなり落ち込み、また３３年（２０２１年）から

は減少に転じます。この中で経営的に立ちゆかなくなる学校が出てくるかも知れませ

ん。そこまで行かなくても厳しいのは多くの学校に共通です。 

   昨年度末の私学代表者会議でもこの話題が出たのですが、私学協会執行部は人口減

に伴い現在の学校ごとの定員を一律に少なくし、痛みを分かとうとの提案をしました。

例えば私学全体としての生徒数が１０％減れば、どの学校も１０％減らそうというわ

けです。１学年４００人の学校なら４０に減、２００人の学校なら２０人減です。  

私はこれについて、強く反対しました。自由競争の資本主義社会で受験者側の意向や

希望、またそれぞれの学校の経営努力等に関わりなく、一律減というのは筋が通らぬ

と思うのです。が、このような提案がなされること自体、危機感の表れでしょう。 

 ３）公立高校との競争 

   今、公立高校でも企業努力という言葉が語られます。私学との競争は勿論、都立高

校や東京の私学をも意識しての言葉です。その一つの現れは中高一貫校です。ご存じ

のように、市立稲毛高校には平成１９年度から付属の中学校が、また千葉高校には平

成２０年度から県立千葉中学校が併設されています。これによって、私立高校はかな

り打撃を被っています。 

   平成２４年から２５年にかけては県教委が県立学校改革推進プランというものを発

表していますが、その中には東葛飾高校に２６年度から普通科の中に医歯薬コース設

置、２７年度から併設型の中学校を開設することになっています。今後もこの中高一

貫校は増えていくだろうと思います。 

   またお隣の佐倉高校には本年度から数理コースが設置されました。数学理科の特色

を出し、その希望ある生徒を多く集めようとするわけです。更に成田国際高校は 

Global 

    High School の指定を受け、この上のレベルの Super GlobalHigh School の指定を

国から受けようとしています。これに指定されると国から１６００万の補助金が出ま

す。そうすれば、中身も充実し、当然ながら志願者も増えていくでしょう。 

   それと、今千葉県公立高校には進学重点校というのが１０校あります。先に挙げた

元旧制中学が主となっています。これは県教育委員会が公立高校でも進学に重点を置
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き、県民の公立志向を取り戻す、あるいは増やそうとの意図によるものです。都立高

校が一時人気落ちしましたが、例えば日比谷高校でも一時東大進学者がほとんどゼロ

になってしまったのに、今は復活して今春の合格者は３７人になっています。 

   東京都では教員の公募制度がありますが、同じことが千葉県でも行われています。

つまり進学重点校で働きたいものは自ら手を挙げて志願することが出来るのです。中

学校の先生でもオーケーです。要するに進学指導に自信のある教員、それに関して強

い意欲を持つ教員を集めて進学実績を挙げようというわけです。このような教員は長

期休暇中の補習授業などは当然期待されています。 

   本校は、このような進学重点校に囲まれています。すなわち佐倉、佐原、成東、匝

瑳と言った高校です。私学と別にこのような高校とも競争してゆかなくてはなりませ

ん。 

   

３ 私のめざす本校の教育 

 １）「虚往実帰」 

   それでは、本校ではどのような教育をめざしているでしょうか。私はこんな風に考

えています。 

   中高新校舎が建って既に１年半、また小学校の特別棟が建ってからほぼ２年になり

ますが、小学校の特別棟が出来たときに玄関を入った正面の飾り棚に成田山新勝寺の

橋本照稔貫首からご自身揮毫してくださった横額を頂戴致しました。頂戴致しました

と言っても、私の方から何か書いて頂けませんかとお願いしたわけですが。書いて頂

いたものは、「虚往実帰」というものです。訓読すれば「虚しく往きて実（み）ちて帰

る」となります。これは弘法大師空海の言葉です。『性霊集』（しょうりょうしゅう）

という大師の漢詩文集に出てくるのですが、弘法大師が学んだ師恵果和尚の許には１

０００人と言われるお弟子さんがいたそうですが、皆和尚の名声を聞き、師の許に学

びに来たとのことです。すると評判に違わぬすばらしい師匠で、皆満足してまた故郷

に帰ったそうです。 

   これは弘法大師も全く同じで、遣唐使の一行に混じって死の危険を冒して海を渡り、

長安、現在の西安まで出かけたわけですが、予期通りのものを得て帰国します。「虚し

く往く」とは心虚しくして謙虚な気持ちで、ということです。「実ちて帰る」は満足し

て帰ることです。 

   子供達が希望に満ちて今日は学校でこれを勉強するぞ、部活ではこんなことをやる

ぞと強い意欲を持って家を出、学校では先生方がその期待に応え、子供達は充実した

楽しい一日を過ごし、満足して家に帰ってゆく。そのためには教員は日々研鑽に努め、

親御さんや子供達本人の期待に応えられるよう努力する。そして充実した高校生活を

送った３年後には希望の進路を実現させて卒業してゆく。そんな学校でありたいと思

っています。 

   ついでに申し上げると、貫首に揮毫をお願いするとき、何を書いてほしいとは、畏

れ多くて申し上げられなかったのですが、実は私自身ではこの「虚往実帰」という言

葉がいいなと内心では思っていたのです。書いてくださったものが、自分の望んでい

たものと一致し、その偶然を大変うれしく思いました。 

   小学校のものは横額ですが、中高新校舎のラーニングセンター・ホールには今度は

縦額で、しかも大きなものを書いていただきました。学校、特に学習の場であるラー

ニングセンターにはこれ以上適切な言葉はないと私は思っています。 
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 ２）「文武両道」 

   次に本校の校是である「文武両道」について触れておきます。大漢和辞典に拠れば、

「文武」の語は古く孔子が編纂したとされる『詩経』（ＢＣ５００頃）に出て来ます。 

  『漢書』（ＡＤ８２頃）には「文武両道」とほぼ同じ意味の「文武兼備」の語が出て来

ます。「文武両道」自体は晩唐の詩人李商隠に典拠を求めています。日本では水戸藩の

水戸斉昭（１５代将軍慶喜の父）の言葉に「文武不岐」（文武ワカレズ）の言葉がある

とのことです。 

   これらの用例からわかるように、この言葉は元々支配者階級の言葉と言ったらいい

のでしょうか、ここには多少エリート意識もあります。いい意味で言えば「ノブレス・

オブリージュ」ということでしょうが、それ故に日本の学校でも旧制中学の伝統を継

ぐような進学校ではこの言葉を掲げているところが多いように思います。 

   それはともかく、現在では文武の武は武道でないのは勿論、運動部だけでなく広く

部活動一般と捉えていいだろうと思います。私は現在のところ、勉強と部活動は一人

の人間にあってどちらもやった方がいいだろうと考えています。 

   この辺も最初述べた価値観の問題に関わるのですが、むずかしいものがあります。

文武両道を言いつつ、実際はスポーツをやるもの、勉強をやるものに二分してしまっ

ているところが多いのではないかと思います。その方がスポーツにおいても勉強でも

実績は上がるわけで、学校経営に関してはメリットがあるのかも知れません。 

   例えば、４年前本校野球部が甲子園で１回戦に当たった智辯和歌山は野球の名門校

ですが、実は進学実績も相当なもので、今春の結果では東京大６，京都大１３，大阪

大１３などとなっています。 

   また古くは池谷幸雄、具志堅幸司等体操で有名な大阪清風高校は東京大４，京都大

２３，大阪大２１などです。詳しくは言いませんが野球で有名な大阪桐蔭も京都大６

４名です。 

   これに比べ、本校の在り方は実績を挙げる上ではあまり効率的とは言えません。す

べての人が勉強も部活も得意ということはあり得ず、一つのものに打ち込んでそこで

身を立てていくことは尊いことにも思えます。 

   しかし、一方で運動なら運動に集中することはともかく、勉強をないがしろにする

ことはそこに甘えも生じるでしょうし、基本となる知識を欠けばそこから出てくる判

断も独りよがりのものになるかも知れません。一方、受験を意識した勉強ばかりして

いては、部活で養われるような人間関係能力や忍耐力といったものが養われないでし

まうかも知れません。これはわかりません。が、私は少なくとも高校段階では、敢え

てこのような困難な道を取ることが大切だと考えています。 

   オリンピックで連続金メダルを取るような選手が法を犯して実刑判決を受ける、ま

た詳しいことはわからないながら、研究の基本的手続きを欠いて論文を発表する、そ

のようなことは単にレアケースとは言えないように思います。運動部活内での体罰が

国レベルで問題になりましたが、そこにも自身だけの閉ざされた論理があったように

思います。 

 ３）まとめ 

   建学の理念を常に意識しつつ、他者に対する思いやり

の心（慈悲）を根底に、物事に向かう強い情熱を持って

心身共にたくましい人間に成長できるよう、またそんな

人間を育てられるよう日々努力したいと思っています。
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勉強も部活もこのような根底の目標の上にあるわけで、教職員も非常にがんばってく

れています。 

   一見このようなことは現実的でないと思われるかもしれません。が、教育は理想を

追うべきであり、それなくしては、大学進学実績、また部活動の実績が上がっても、

虚しく思えるだろうと考えています。 

   今後も本校に対して、また大澤個人に対してもアドバイス、ご叱正、ご支援を賜り

ますようお願い申し上げます。拙い話でしたが、ご清聴ありがとうございました。 

 

◇ 点  鐘   遠藤 英一 会長 

 

第 11 回 理事・役員会 
１．今後の行事日程について 

  ５月の予定                                     

     ５月 ２日（金）  定款第 6 条第 1 節により休会 

     ５月 ９日（金）  月初例会 卓話 大澤 浩一会員 11 回理事・役員会 

     ５月１４日（水）  振替例会 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ創立 20 周年記念式典 

     ５月１６日（金）  振替休会 

     ５月２３日（金）  通常例会  

     ５月３０日（金）  通常例会 ホームミーティング各班発表 

  ６月の予定                                     

     ６月 ６日（金）  月初例会 卓話 山口 裕美氏 12 回合同理事・役員会 

     ６月１３日（金）  クラブ協議会（次年度委員長活動方針発表） 

     ６月２０日（金）  クラブ協議会（当年度事業総括） 

     ６月２７日（金）  最終例会 ＡＮＡホテル ゴルフ同好会 

※6 月 12 日（木）第 9 分区親睦ゴルフコンペ 於：船橋ＣＣ 

※6 月 13 日（金）フェアウェル・チャリティーパーティー 会長、幹事出席予定 

※6 月 14 日（土）市原ＲＣ創立 50 周年記念式典 設楽Ｇ補佐、諸岡会員出席予定    

※6 月 19 日（木）第 6 回会長、幹事会 ロイヤルオーシャンゴルフクラブ 承認 

２．入会式の件 

 ＡＮＡ    上席執行役員 成田空港支店長 鈴木 信行 氏（23 日入会式） 

 ビューホテル 成田事業所 副総支配人 川島 利昭 氏（23 日入会式） 

 玉造幼稚園   理事長  浅野 正博 氏（30 日入会式） 

 稲垣興業   代表取締役社長 菊池  貴 氏（30 日入会式） 

 三井住友海上 千葉支店  成田支社長 八田 光雄 氏（30 日入会式）         承認 

３．最終例会の件 
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４．ゴルフ同好会の件   

6 月 27 日（金）                                          承認 

５．つり同好会の件 

  5 月 31 日（土）                                          承認 

７．クールビズ 

  5 月 23 日（金）～10 月 17 日（金） 

  ノーネクタイ、上着があればバッチ着用、無ければネームプレートで代用とする              承認 
出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

松田 泰長、神﨑 誠、石橋 菊太郎、遠藤 英一、小寺 真澄、設楽 正行 
近藤 博貴、諸岡 靖彦、堀口 路加 各会員 

4 月 29 日 地区研修・協議会 

遠藤 英一、成田 温、松田 泰長、諸岡 靖彦、矢島 紀昭、神﨑 誠、小川 賢 
池内 富男、佐瀬 和年、小宮山 四郎、平山 秀樹、設楽 正行 各会員 

5 月 9 日 第 11 回理事・役員会 

福田 朗、松村 里美、平野 省二、高橋 晋、神﨑 誠、成田 温、堀口 路加 
各会員 

5 月 9 日 Ｂ班ﾎｰﾑﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

松田 泰長、諸岡 靖彦、佐瀬 和年、佐藤 英雄 各会員 5 月 11 日 地区 RLI 卒後コース 

成田 温、石指 雅啓、佐久間 高直、沢田 喜信、小宮山 四郎、日暮 俊久 
渡邉 孝、福原 孝一、角田 幸弘 各会員 
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