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高橋省三氏檎

ロータリーを実携しみんなに豊かな人生を
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・幹 事毛利泰治郎

・会報委員長土肥義紹
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・例会場四国中央商工会議所
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FAX 58-6294 

B事務局四国中央商工会議所

電話 58-3530

「チャレンジしましょう」

尾藤淳一

先日私が、川之江高校PTAだより 「橘の丘」第 64号に寄稿した文章の一部です。

(前略)

最近の高校生(特に川高生に限らなしつを見ていて感じることは、自分たちが高校生だっ

た時と比べて、良く言えば従順で素直、真面目。逆に悪く言えば、創造性やチャレンジ精

神・タフさに欠けるところがあるのではないかと感じています。日経新聞の記事によると、

『大学でも学ぶ目的や意欲に之しい学生が増え、自分で発表をする漬習よりも教員の話を

聴く授業が良い」と答えた学生は 8割に。…与えられた課題をこなす勉強方法が染み付

き、自分の頭で考えられないという。社会が求める人材との隔たりは大きく、「人格的な

成熟度の不足」や「主体性に欠け、打たれ弱L、」者が多いという。国際社会の競争激化に

みどりと自然を大切に
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伴い、大学の役割が重みを増している。多様な学生が多様な大学で学ぶ時代。待ったなし

の変革を迫られている。』という記事が載っていました。これは、大学現場だけではなく、

高校でも真剣に取り組まなくてはならない問題です。

東京大学を始め、いくつかの大学が秋入学を検討し、大学入試もセンター試験を複数回

行うように変わるかも知れません。この背景には、もはや日本人だけに頼らず、海外から

優秀な人材を確保するねらいがあります。これは既に企業においても多様な国籍を持った

人たちが、当たり前に働く時代になってきていることに対応するためだと思います。

そういう急速にグローパル化する社会に対して、現在の愛媛県の県立高校のカリキュラ

ムは、残念ながら対応してないのが現状です。そんな状況の中では、受身で待っていると、

ただ時間が過ぎていくだけです。

今の高校生には、自分の将来はどういう風になりたいかを見極めるために、広く外に目

そ向け情報収集し、自らの創造性を膨らませ、夢に向かつてチャレンジすることが大切に

なってきます。一度しかない人生をどう生きるかは、自分で見出す他ありません。 J11高生

の全てが大学へと進むわけではありませんが、いつかは社会に出て国際競争の波に飲まれ

ていくのです。勉学だけが全てとは思いませんが、どんな環境でもタフに生きていけるよ

う自己を鍛えていくことが必要だと思います。

川之江には、無利子の奨学金制度や長期・短期の海外留学を助成していくプログラムが

いくつかありますが、余り利用されていないのが、現状です。確かに将来に不安要素が多

くて、中々不確かなことにチャレンジするのを臨時う気持ちは分かりますが、挑戦もせず

に最初から諦めてしまうのは、実にもったいないことです。我々としては、しっかりアナ

ウンスさせて頂いて、選択肢を広げてもらい、子供たちが生き生きと様々なことにチャレ

ンジできるようにしていきたいと考えおります。(後略)

次世代を担う若者が、殻を打ち破り、力強く成長して欲しいと思います。



第 25 2 0回例会記録 H.2 5. 7. 9 
夜間例会 18: 30 ""'四国中央市川之江庁舎4F (例会場)にて

出席報告

1.出席会員 (61名中)

2.出席免除

3.来 客

(短期交換受入学生)

ザック・ブラッシュ君

ウィリアム ・ワレス君

バーカー ・プリジン君

(ホストファミリー)

石津偉統君

4.来訪ロータリアン

(伊予三島RC)

森実達治様

5. 当日出席率

6.前々回補足修正率

(メイクアップ会員)

尾藤会員

原本会員

(6/28 伊予三島RC)

出席表彰 (7月)

-内田敏昭会員 (29年)

-井川 均会員 (25年)

-近藤敦夫会員 (25年)

-篠原正能会員 (23年)

-鈴木 謙会員 (22年)

-石川雅二会員 (20年)

-毛利泰治郎会員 (19年)

-矢野隆志会員 (19年)

-土肥義紹会員 (15年)

-宮内哲也会員 (10年)

-谷 裕二会員 ( 8年〕
.t 好重忠会員 ( 7年)

会長の時間

42名
2名

72. 41% 
96. 61% 

・短期交換受入学生&ホストファミリー

紹介 ・ご挨拶

・パナー交換 ・記念撮影

7月9日(刈交換学生出迎え

-7月12日幽まで川之江RCにて受入

7月13日出愛媛県→高知県へ移動

委員長の時間

・7月5-6日制 第 30回甲子園大会報告

野球同好会石原紘一監督

vs橿原RC (奈良)11対 lで

川之江RC勝利! ! 
・出席報告 出席委員長 宮内浩二会員

ニコニコニュース
星 )1ト・・①短期交換学生の皆さん、ょうこ

そ川之江へ。ホストファミリーを

していただきます石津さん、どう

かよろしくお願いいたします。

②久しぶりに甲子園で野球を楽し

むことが出来ました。石原監督、

尾藤キャプテン、野球部の皆さん

ありがとうございました。

毛手IJ...短期交換学生の皆さんようこそお

いでいただきました。

石川澄…内田さんのわがままでロイヤルボッ

クスへ送られました。

石川豊…甲子園で勝ってきました。試合の

あと、無くした物(私の相棒)が

見っかりました。捜して下さりあ

りがとうございましTこ。

石川隆…甲子園大会に参加させていただき

ました。昨年とは反対の結果で楽

しく野球をさせていただきました。

同じメンバーで急に強くなるもの

なんですね。

石 原…甲子園のロータリ一野球大会で勝

ちました。相手も強かったのです

が、皆さんエラーなし、 l人をの

けてよく打ちました。監督として

大変嬉しい限り。

石村祭…先白、甲子園で 1イニング投げさ

せていただきました。とても良い

思い出になりました。ありがとう

ございました。

大西豊…甲子園、久しぶりの勝利です。投

げて打って走って。強い川之江R

Cでした。

大西聖…先日のロータリー親睦野球大会に

出場いたしました。尾藤さんはじ

め、皆様には大変お世話になりま

した。久しぶりに勝利の美酒に酔

いました。ありがとうございまし

た。



大西宣… 7月6日、ロータリ一野球大会に

参加致しました。試合では、まっ

たく活躍できませんでしたが、久

方ぶりの大勝となりました。次も

頑張りましょう。

谷 …①先日の甲子園での野球大会では、

皆様に大変お世話になりました。

やっと練習の成果が出ました。う

れしいです。ありがとうございま

した。おまけに、スリーランホー

ムランも打つ事が出来ました。皆

様のおかげです。

②ザック・ブラッシュ君

ウィリアム・ワレス君

ノfーカー・プリ ジン君

ょうこそ川之江ロー タリークラブ

へ。 Welcorneto Kawanoe R C 

例会時間変更いただきありがとう

ございました。

尾藤…第 30回ロータリー甲子園大会は、

野球同好会の皆様お疲れ様でした。

11対 1で大差で勝利することが

でき感激です。

宮内浩…先日の甲子園、皆様お疲れ様でし

た。川之江野球チームの本当の実

力を発揮することが出来ました。

次も勝ちましょう。

一谷… 7月6日、甲子園野球大会に参加

してきました。 5日の前夜祭に続

いての第 2試合目、 10点以上打っ

たのは、初めてです!ホームラン

も3人、宮内・横内・谷君ですc

私は四球で出塁だけです。

横内… 7月6目、ロー タリ一野球甲字国

大会では、諸先輩方を差し置いて、

はからずもランニ ングホームラン

を打ってしまい、すみませんでし

た?長年の念願であった大西豊さ

んを勝利投手にするという事が実

現できて、本当にうれしく思いま

す。今回感じたのは、練習しない

方が調子が良い!という事でした。

尾藤…本年度最初か ら100%出席です。

鈴木昇…たくさんのニコニコ、誠にありが

とうございます。 1年間このペー

スでお願い致します。

クラブ協議会(各委員会担当)

各委員会活動方針発表

近隣RCの例会日

7月18日休)観音寺RC

(観音寺商工会議所)

7月19日(金)伊予三島RC

(三島商工会館4F) 
7月23臼附観音寺東RC

(夜間例会)

観音寺グランドホテルにてメーキャ ッ

プ受付しております。

(10 : 00 -14 : 00頃フロントにて)

次週プログラム

7月23日(刈
(社会奉仕委員会担当)
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