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一､
第1411回

2017年3月7日(火)

点　鐘12:30

場　所　浦和ロイヤルパインズホテル例会場

ソング｢君が代｣ ｢奉仕の理想｣

｢ロータリの目的･四つのテスト｣

卓　話｢セキュリティの話｣

セコム株式会社広報部

第1412回

2017年3月11日(土)

点　鐘　09:10

場　所　見沼臨時グラウンド

ソング

卓　話｢移動奉仕例会｣

第12回見沼たんば

キレイきれい大作戦

地区テーマ

楽しいロータリークラブを作り上げよう

第1410回･ 2017年2月28日(火)

司会　岡崎　渉会員

点　　鐘12:30　横田　元会長

ソ　ン　グ｢2770地区の歌｣

ソングリーダー　鈴木寿和会員

お客様紹介　斉藤忠治副会長

会長挨拶　横田　元会長

幹事報告清水敏夫幹事

委員会報告　創立30周年記念実行委員会

篠原唯史委員長
内田康信ガバナー補佐
富樫　孝IM実行委員長

次年度関係　鈴木義男次年度会長

柳寿美恵次年度幹事

ニコニコBOX　クラブ運営管理委員会

飯田晃生委員

出席報告　クラブ運営管理委員会

杉田将大委員

卓話者紹介　石井孝一クラブ運営管理委員長

卓　話　会員卓話｢大学は今--｣

岡崎　渉会員

点　　鐘13:30　横田　元会長



JL卓彦_

2月18日土曜日のIMお疲れさまでした｡講演､アトラ

クションと非常に楽しく過ごさせて頂きましたo

さて､本日はいつもと言って良い程考えている事をお

話させて頂きます｡ 1945年に敗戦をし､ 2017年今日現在

に亡霊の如くGHQの残して行ったものが沢山在りますが､

憲法･教育･マスメディア･食文化･財閥解体･農地改革･

労働改革､もちろんすべてを否定するものでは有りません｡

しかしながら､弱体化をはかった事は間違いありません｡

アメリカは日本を農業国にすると言っていましたから｡

それでは､もう一度日本を取り戻す為には何が必要でし

ょうか｡憲法､教育等々重要で様々な問題提起が在ると

思います｡

私が今回着目した点は､余り重要で無い様に見過ごし
てしまいがちですが､実はとても大事な事では無いかな

と感じる事は､カレンダーに在りました祭日･祝日です.

多くは皇室に関わり､日本の在り方､日本人の生活､歴

史が刻まれていると考えています｡元旦から始まり12月

23日天皇誕生日まで16の祭日･祝日が在ります｡

まず今月の2月11日の建国記念の日｢の｣と言う文字

が入りますが､二千数百年の歴史が在り神話から始まり

ますから､本当の所､正確な建国記念日を特定できない

様でそれで｢の｣が入るそうです｡神武天皇の即位の日

が起源説に習ったようです｡今年の7月17日海の日は､

明治9年に明治天皇が東北巡行の際､鉄の船で巡行をなさ

って横浜に戻られた日が7月20日だった事にちなんでの

祝日です｡ 11月3日文化の日は明治天皇のお誕生日です｡

明治天皇誕生日ではいけないのでしょうか｡明治天皇の基､

近代化を成し遂げ大きな転換期である明治をせめて明治
の日としても良いのではないでしょうか｡ 10月10日は体

育の日ですo　東京オリンピックを記念しての祝日ですが､

今年は10月9日です｡ハッピーマンデーなるものを導入し､

成人の日､海の日､敬老の日､体育の日など祝日を日曜

日にくっつけ､日本人は働き過ぎだからと連休にしてお

金を一杯使ってもらおうとくっつけた訳ですが､動かし

てはいけない祭日も含まれている様に感じます｡

そして最大の問題提起は､ 11月23日の勤労感謝の日で

すが､訳の分からない日です｡誰が誰に感謝するのでし

ょうか､本来は新嘗祭です｡その年に採れたお米を神様

にお供えし感謝をし､みんなで頂くという目は皆さんも

ご存知でしょうが､ハッピーマンデーにもし入ればなん

の意味をなさない祝日に成ってしまいます｡まさに日本

国の在り方､日本人の生き方の原点がここに有ると感じ

ます｡皆さん､今やGHQはいません｡日本本来の祝日の

名に変えたいとは思いませんか｡
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口2/18のIM､大盛況のうちに終えることができました｡

ご苦労様でした｡

ロ第7回第2グル-プ会長幹事会が2/22内田ガバナー補

佐のもと与野で開催されました｡

会員目標やアトランタ国際大会について話し合いがおこ

なわれました｡

□秋山バストガバナ-のお別れ会が3/12午後5時より

浦和ロイヤルパインズホテルで行われます｡出席される　′~ヽ､

方は本日清水までお願いします｡

口2月のロータリーレートは1ドル-116円です.

鈴木義男　会長エレクト

JR州■

□IMも無事終了しまして､実行委員会､会員の皆様あ

りがとうございました｡

□次年度第1回の理事予定者会議が本日10:30より当ホ

テルでおこなわれました｡理事全員が出席されまして､

準備がスタートいたしました｡次年度､会員皆様のご協　(

力をお願いいたします｡

養　柳寿美恵次年度幹事

5

ロ2/24､次年度地区ロータリー財団補助金管理セミナ
ーが開催されました｡鈴木会長エレクト､石井会員､私

の3人で出席しました｡

□2/24､夕刻より次年度正副会長幹事会が事務局でお

こなわれました｡

ロ3/9 ･ 10会長エレクト研修セミナーが開催されます.

ロ本日､次年度理事予定者会議が開催され､次年度に向

けてスタートしましたのでよろしくお願いいたします｡
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岡崎　渉会員(東洋大学名誉教授)

『大学は　今･ ･ ･』要旨

1.学生は:

多彩な入試方式を選択して入学してくる｡入学年度に

よって学生の雰囲気､学力などが異なっていること､ま

た､近年の学生は､指示待ち人間が多く､さらに不登校

の学生もおり､教員の対応も複雑となる場合が多くなっ

ている｡

レポートや卒論などを見ていると国語力が低下してお

り､言いたいこと､伝えたいことが即座に伝わらないこ

とが多い｡

就職活動については､ 3年生の夏休み頃から就職指導

を行っており､国､経団連等の方針変更が相次ぎ､学年

によって対応が異なり､前年度の事例が生かせない場合

がある｡

奨学金も多数あり､支援機構､地方自治体､団体など

が募集しており､有利子型(返還) ､給付型があり､う

まく選択すると良い｡

2.大学の運営･ ･ ･HP等で情報公開されている

大学の運営に要する経費は､学納金(授業料､施設費､

実験実習費等) ､国等からの補助金で主としてまかなわ

れている｡

例えば､国からの補助金は在学生数約3万人の場合､

約2 7億円である｡研究経費は､大学自前の他に､公的

助成(文部科学省､厚生労働省､農林水産省など) ､私

大助成､民間の助成によっている｡

また､官公庁が募集するものでは､研究･開発､実用

化に対応するものもあり､金額の大きいものもある｡こ

の場合には､企業･大学･公的機関･金融機関等のコン

ソーシアム形成することが条件となっている場合もある.

文部科学省より学生の定員管理が求められており､管

理不十分の場合には､補助金の削減､支給停止､学部･

学科の不認可などの措置がなされる｡

受験生が減少する中で､いかに良い学生を入学させる

かが大学にとって課題となっている｡

各大学の状況については､ホームページで公開されて

いるので､参照ください｡

END POL10 NOW

創立30周年チャリティゴルフのお礼と式典･祝宴の

キャラバンで手分けをして回っております｡

口2/2浦和RC､私と吉村ゴルフ実行委員長□2/20浦和

南RC､横田会長､金子事務局長､山中副実行委員長□

2/15大宮シティRC､私ロ2/23浦和中RC､大島バスト

会長､私□2/23浦和東RC､金子事務局長､山中副実行

委員長｡岩槻RC､横田会長､清水幹事｡

□2/27第4グループ大宮西RC､上野会長ノミニー､私

□3/1大宮東RC､金子事務局長､私□3/6さいたま新都

心RC､富樫IM実行委員長､横田会長□3/7さいたまシ

ティRC､吉村ゴルフ実行委員長□3/8浦和北RC､横田

会長､富樫IM実行委員長､私□第11グループ川口東RC

は山中副実行委員長が1月早々にお礼に伺っています｡

私も3月中に伺います｡

これから､案内状を発送します｡内田ガバナー補佐の

方であらためて推薦の方があれば出して下さい｡

6/2の式典祝宴にむけて皆様にご協力をいただきたい

と思います｡

予算の厳しいなかで行いますので､ 3月に入って特別

会費2万円のご案内をFAXでお送りしますのでよろし

くお願いいたします｡

内田康信ガバナー補佐

富樫　孝IM実行委員長

内田康信ガバナー補佐

2/18行われましたIMでは､皆様には大変お世話になり

ました｡午後2時から8時位まで最後までありがとうご

ざいました｡来場の方々もよろこんでお帰りになり､ガ

バナーからも､大変楽しい素晴らしいIMでしたとお言

葉を頂いております｡本当にありがとうございました｡

来週から各クラブにお礼に伺います｡

富樫　孝IM実行委員長

IMでは最後まで､皆様に温かいご支援を賜りまして､

なごやかな雰囲気で開催することができました｡ありが

とうございました｡
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横田　元会長　皆さんこんにちは｡ 2月18日､ IMお

つかれ様でした｡内田ガバナー補佐､富樫IM実行

委員長大変ご苦労様でした｡本日の卓話､岡崎先

生よろしくお願い致します｡

斉藤忠治副会長　岡崎会員､本日の卓話よろしくお

願いします｡米山奨学生り･ヒハンさんこんにちは｡

先日､ウ･ヒハンさんのご家族と一緒に上野公園

に行き､楽しいひと時と小さな国際交流が出来ま

した｡

清水敏夫幹事　ハロー　岡崎さん卓話よろしくお願
いします｡

内田康信ガバナー補佐18日のIMでは皆様には大変

お世話になりました｡おかげ様で無事に終わりま

した｡ありがとうございます｡岡崎先生､卓話楽

しみにしております｡

鈴木義男会長エレクト　本日は次年度第1回理事予

定者会議がありました｡皆様1年間宜しくお願い

します｡今日の卓話､岡崎渉会員宜しくお願いし

ます｡

星野和央会員　内田会員　ガバナー補佐の大役を終え､

ホッとされましたか｡神坂会員IMの司会､メリ

ハリのある進行でみごとでした｡共におつかれさ

までした｡岡崎会員　いまどこでも入試まっさか

りです｡興味ある卓話を期待しております｡

浅見　定会員　皆様こんにちは｡岡崎渉様本日の卓

話宜しくお願いいたします｡

篠原唯史会員　山中さん､ 2月16日さいたま中央RC

へキャラバン同行ありがとうございました｡上野

会長ノミニー､昨日は大宮西RCキャラバンに参加

していかがでしたでしょうか?楽しかったですね｡

園谷昭吾会員　2月も今日で終わり､何か寒さが身

にしみ､落付のない日々でした｡しかし､体調に

は気をつけていたので何とか乗り切れました｡今

日の卓話､会員の岡崎渉先生､今大学受験のご多

忙の時にお願いし､現代っ子の現実をよろしくご

指導下さい｡

町田信行会員　岡崎会員本日の卓話よろしくお願い

致します｡

石井孝一会員　岡崎様本日の卓話宜しくお願い致し

ます｡
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富樫　孝会員IM大会にてはホストクラブである会

員皆様のご支援をいただきありがとうございまし

た｡

上野拓也会員　本日は､ 10時30分より次年度理事

予定者会議が開催され､理事予定者11名の全員出

席となりました｡次年度鈴木会長年度の素晴らし

い船出となりました｡岡崎副幹事､本日の卓話楽

しみにしております｡

吉田律子会員　部屋の中は暖かいですが､外は未だ

ヒヤッと､まだ冬でした｡ 2月の第4週は研修会

で群馬県へ1都5県で､土日は久しぶりにお正月

以来の休暇で川奈へ行かれました｡息子と二人で!

我が一族のことなど話し合い､彼は川奈でゴルフ

でしたo親子のデートは三年ぶりです｡

矢作謙一会員　岡崎さん!卓話よろしくお願いしま

す｡

岡崎　渉会員　みなさんこんにちは｡本日の卓話担　/~ヽ

当です｡私立大学の状況等をお話ししたいと思い

ます｡

杉田将大会員　皆さんこんにちは｡ IMお疲れ様でし

た｡篠原さん､吉村さん､金子さん先日はありが

とうございました｡本日の夜間例会楽しみにして

おります｡岡崎先生､本日の卓話よろしくお願い

します｡

飯田晃生会員　皆様こんにちは｡本日は､第1回理

事予定者会議お疲れ様でした｡本日の卓話､岡崎

渉会員よろしくお願い致します｡

繰越金913,000円　本日36,000円　計949,000円
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例会日　毎週火曜日12:30-13:30　　会　長

例会場　浦和ロイヤルパインズホテル　会長エレクト
TEL 048-827-1111　　　　　　　副会長

会1%=る　事務局さいたま市浦和区高砂2-4-3　幹　事
口~タリ~　　　　内田ビル3階〒330-0063　　　S A A

TEL 048-81 4-0450

FAX 048-81 4-0460

副幹事
クラブ広報委員長

元男治夫央渉裕

義忠敬和

田木藤水野崎横鈴音清星岡森


