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－みんなに奉仕を
-ServePeople
l983～84年度RI会長ウィリアムE. スケルトン

みんなにロータリーを
ShareRotaryNo.3 (1983～1984)

第47回例会昭和58年7月19日（火）晴
～.

◇“奉仕の理想”

◇出席報告

会員47名出ﾉﾙｻ 34名

出席率72.34形

◇前回 7月121］ （修正出席率）97.87影

makeup

宮尾君(7/7瑞穂)，水野(賀)君(7/6和合)佐野

君(7/16守I I 1),縦野澗(7/14西),鈴木(猟)荊

（7/6南）

◇ビジター紹介6名

◇ニコボックス

大I~I君（前ILilゴルフ会で準優勝しました。又

雌近ちょっと良いI1:がありまして),林{ﾄ(前
回ゴルフ会で優勝しました，その上とりきり

戦でカップをいただきまして)，大芥荊(*l l

卓話させて頂きます)，鈴木（猛)洲（前ｲIも度

100影出席のよろこびにあたり),佐lWl.(前

年度100彩出l,'ifのよろこびにあたり), ldil1 :II

（誕ﾉk祝)='linXI.(夫人誕生祝),橘本荊.(誕ﾉ|;

祝)，鈴木(猟)フハ(誕41 祝)，新美荊(紬ⅢW1把念

祝）

◇三輪幹事報告

1． 8月16｢I(火）の償間例会は訓立して1イド

でもあり，年皮変わりの初めての夫人|司|､|《

の例会でもありますので多数御参加ドさ

い。

2． 次回例会終~r後，第11dl理事会をｲjいま

すので理猟・役幽の方々はお残り｜､．さい。
◇橋本会報委員長報告

今年度より卓話を判クラブ外の方にお願い

することになりました。その'蕊誠に御面倒

ですが当爵にあたられた答会員の方々より諦

放される方に， ルj職川紙(400:jfi;ili) 2, 3

枚にまとめた要旨を､11 11御持参|､､さるようお

願いしてドさい。よろしく御協力をお願いし

ます。

◇西川青少年奉仕委員長報告

名古屋RC主催の第20回ロータリー少年キ

-i'ンプが来たる7月30I二1(火)より4油5日で

行なわれることになっています。 ’'1高唯男女

を問わず多数御参加~ﾄさるようよろしく御検

討|､･さるようお願いします。

◇竹内会長挨拶

この7月241 1のH付.の週刊誌をみておりまし

たら「アメリカ通|言」というコラムに「猫も

杓子も!押訟，訴訟･ ･ ･ああ法論I1ﾐ|家／」という

タイトルでこう沓:いてありました。 『小学生
の女の:j畠が学校のソフトボールの試合でフラ

イをとりそこねて指をくじいた。彼女の親は

コーチの監仔が悪いと学校を師えた。 ミシガ

ン大学の'1を生はドイツ語の点が悪かったのは

教え方が想いと入学相手に賠悩1蒲求訴訟。服
役il1の囚人が脱走を試みて失敗。刑期が伸び
たのは脱ﾉﾋできるような疎漏な弊術をしてい

る刑務ﾉﾘ『の蛍任と逆に当局を脈えた等々…･ ･ ･ ･

』 『アメリカに幕していると何時i押えられる

かも知れぬ乱世の真っ只【|・'にいる思いがする

から無､j;是瀦馬，兎に角波乱なく遇年に達す

るのは大変だと錯覚する，ああ法治l玉|家./よ

と結んであります。

日水に於ても雌近は随分と似たような~社会

風i'|ﾘ|になって参りました。先I Iの"'l会のスピ

ーチでIEIMIメハが、長幼の序、というテーマで

この'ji:にも少し触れておられましたが「儒教

の思,阻」というか：東洋的社会悩御が社会に

定詩している処では折目切目というか物.事の

判断の物指しが割合通TEであるように思えま

す。Rには4つのテストがあります。真実で
あるか，公正であるか，好‘猷に舷いている

か，呰のためになるか．…･ ~と。
私，初めはRともあろう洲わばエリートの

剛体がｲ11故こんな小学生に教える様な塀を火

真而日で収組むのか奇妙にさえ感じました。
が近噸はﾈ~l:会的の背景やら，彼我の家庭的縦
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私Wま24校，短大35校うち30校, ,1.li校211校

うち49校． ！P学388校つち18校，小学校951校

うち1校となっており，高等教育は私'､撲がそ

の8',l;1を受けもっている。

これらの私立学校は，それぞれが特定の｣呉

挽・ {‘薑;･条により， 自己の皿想とする教育をｲj

b,, |'1dの蝿想とする人物を1'？成することを

LI的として61｣設されている。本県私学の原流
をみると，文政から明治初期にかけて，現在

のld張・愛知・病古屋・東海・金城高呼学校

などの狼教教育を巾心とする',jを枝, IIjjifi30年

代になると行没婦学校・裁縫典'学校の桜花，

藤の花・ ’|'京女-f｡淑徳・脳l1 l ・安城等の女

j皇教行を'''心とする学校が創設されている。

これら私'γ:は創立者の強いilﾉil性によって刺

‘没され，その後継者達によって雌学の粘ﾄ'l'が

受けつがれ，それぞれ独|<lでl' l l llな教育がij･

われている。

第9回ゴルフ会成績

R NAME O I GHcpNET

優勝林 淳二47 45 92 16 76

2位大「I 弘和50 51 101 24 77

3位新災 敢54 52 106 25 81

4位弓輪 康49 54 103 22 81

5位成l ll 良治52 54 106 22 84

B.B水野比山67 67 134 36 98

会長杯取り切り戦く優勝＞林淳三君

ニアピン賞菅原君，新美君，菊池君

ドラゴン賞成田君，松居君

ゴルフ会発足以来，回を稲ねるごとにメン

バーも腕を上げ，ますます充実してきまし

たよる7月15口(金)，第9111Iゴルフ会が大

I:|jという悪〕<峡にもかかわらず水野(")lrI前

公1迄をはじめ，総勢11名のメンバーで午前10

11＃より‐＆好CCにてスタート。 ノi､|' ' |は会長杯

をねらう収り切り戦ということもあって， メ

ンバーたちも真剣そのものの表'I1fで取りく

み， ）“f林荊が第9同ゴルフ会の俊勝，加え

て取り切り戦優勝をさらっていきました次

l''lも多数御参加下さい。
（松111;ゴルフ公枠'搾凶）

◇例会変更のお知らせ

f!11･膿北RC 7/29($)FSMの為，午後6

時より加茂免にて。

◇次回例会（7月26口）

！'(1活“ザ・ハート”

&ji和田正敏君

◇次々回例会（8月2H)

IIWi ~&試験袴ベビーを巡って”

fi 1fi屋ﾉ<'､jを助教授

蜷川映巳氏

（紹介者竹内真二4片）

の柵異が!|｣年の私が述和感を持った人きな理

ltlではないかと考えてI鼎ります。先l lの1 .

G.Fでの講師のテーマはme-ismからyou-i

S1n」でした。これも社会lll#ﾘlがme-ismが前
に出過ぎると何かと世のII'がl '〃冊にゆかぬと

のお考えでありましょう。

教育の荒廃が叫・ばれて久しいですが何処が

荒廃か。教科内容のレベルはlnj上し11.つ隣及
皮はII:堺のレベルで見比べても人変なものだ
と私は思います。然し唾|民性を無視し制度ば
かりを直輸入，修身，公災教育の欠如，歴史

と人間との関わり合いの無視聯． この30年間
KnowledgeはあってもwiSdomに欠ける

教育が今や社会で結実しようとしていると私

は恩います。

fIILL14張はあってもfIIILI版は姿が兄えま

せん。その’獣味でコメディなl|:公であればあ
る程，単にロータリアンばかりでなく素朴な
提唱， 、4つのテスト、がより一臓頑味され
るべきでありましょう。

◇講演

“私学雑感”

&li 大谷和雄君
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江戸llli代には藩校(器)がff瀧で磯に設置さ
れ255校にもおよんだ。また,'illl松|姪の松ド
イ;､l･熟に代表される私熟が容地にIMかれ，手習
'ﾘ1， ，¥小屋が庶氏の教行にﾉくきな役',l;1を果し
た。稚水のﾉ<阪では， ．＃小膿の数は2，500に
もおよび，その生徒数は7，500名もあったと
いう。明治5年には「学制」が発,ijされた
が，塾や寺小屋などの私学を‘認め， 「公学・

私学・私塾・家塾」などのことばを使ってい
る。明治7年に!ま，官倣・公倣・私､k学校の
I>〈別がなされ， 「私版学校」の名称が川いら

れた。更に明治32年には「私ik',]を校令」が制
定， ノ<I[7年には火学令およびII･癖学校令が
LM([I{され，私立の大学． ,葡呼'γ:校の没i,'Ifが認

められた。この結果，私学において幼碓|刺か
ら大学までの一貫教育が可能となり，発腔の

-|:台ができ上った。

いま全国の大学数は， 451校うち私立は324

校で71．8％，短期大学は523校うち436校で
83.4影，高等学校は5,219校うち1.241校, LI」

学校は10,810校うち550校，小，､j4校は25,004
校うち166校である。 リ!4内では大学31校うち
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