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　皆様、こんにちは。先週の観桜会には、たくさんの
会員の皆様のご参加を頂き、久しぶりに楽しく夜の
懇親会を行うことが出来ました。ありがとうございまし

た。まず、お客様をご紹介致します。本年度、国際ロータリー第2530地
区ロータリー財団委員会委員長早川敬介さんです。所属は郡山北
RC、職業分類は不動産賃貸業です。今日は早川さんが個人的にも
取り組んでこられた「中学生へのキャリア教育、インターンシップ事業」
に関わる卓話を頂戴致します。後程宜しくお願い致します。
　さて、先週のマスターズ・ゴルフ、松山英樹選手がアジア人として初
めて優勝し、大きな話題になりましたが、同時に松山選手のキャディー
である早藤キャディーが、優勝直後、帽子を脱いでコースを振り返り
一礼する姿の画像が、世界的な話題を呼びました。早藤キャディーは
その後、その時の心境について「特別な感情はありませんでした。あ
りがとうございました、ただそれだけでした」と報道にありました。私たち
日本人とすれば、ごく自然な行為で、スポーツにしても日常の社会生活
においても礼儀や感謝として表現されるのがお辞儀である、と思って
います。私たちも小さいころから、学校生活や特に運動部等において
は「礼に始まり礼に終わる」ということが習慣づけられていたと思いま
す。ところが、普段お辞儀の習慣がないアメリカ人にとっては、彼のお
辞儀は「ピュアなリスペクトの表現そのものに感じられた」「ゴルフへの
深い愛と感謝、リスペクトを感じて涙が出た」といった反応が続出して
いるそうです。ウォール・ストリート・ジャーナルも同様に、歴史的な勝利
の象徴として「お辞儀」に触れていますが、それが選手ではなくキャデ
ィーから出たことに注目しているそうで、選手とキャディーはあくまで主
従関係というイメージを持つ人も未だ少なくなく、主役ではない彼がこ
うした美しい態度を見せたことが、アメリカ人が深く感動した背景につ
ながっていると思う、と論評しているそうです。少し話は変わりますが、
英語には「謙遜する」という表現はないそうです。「謙遜」の意味は
「控え目な態度で振る舞うこと。へりくだること」ですが、自分の能力や
価値などをあえて低く評価し、控え目に振る舞うことを表しています。能
力があるにもかかわらず過剰に謙遜すると、「ネガティブな人物」「自
分に自信がない」「自尊心に問題あり」とのレッテルを貼られ、周りの信
用を失くすことにも繋がり、さらには謙虚さが劣等感の表れと誤解さ
れ、時には軽侮の対象にすらなってしまう、とのことです。様 な々バック
グラウンドの人間が集まる多民族国家で、「自分を積極的に売り込ん
でなんぼ」のアメリカの社会では、日本人独特の表現である「謙遜」
は裏目となってしまうこともある、ということのようですね。しかしながら、こ
れから海外で活躍する日本人には、早藤キャディーのように海外でも
「美しいお辞儀」が自然に出来る国際人であってほしいものです。

会長挨拶 池田達哉会長

　例会変更のお知らせが各テーブルに配布されて
いると思いますので、ご確認を宜しくお願いします。

幹事報告 佐藤政弘幹事

◎本日も例会へのご参加、ありがとうございます。
早川委員長、卓話宜しくお願いします。

 池田達哉君、佐藤政弘君
◎第2530地区ロータリー財団委員会早川敬介委員長を歓迎して。
 鈴木正晃君、石黒秀司君、福島佳之君
 今泉正規君、湯浅大郎君、橋本謙一君
◎18歳3200人、０歳児2200人。20年間で1000人減ります。その
様な中で、子供たちの夢と希望を実現できる教育を目指しま
しょう。 初瀬照夫君
◎結婚祝いと誕生祝いを頂きました。ありがとうございました。妻を
大切にします。 遠藤友紀晴君

◎誕生祝い、メロンありがとう! 高橋孝行君
◎マスク会食、宜しくお願いします。 佐藤光一君

ニコニコＢＯＸ委員会報告
橋本謙一委員長

総員／99名　出席／60名　欠席／39名
出席率／60.61％　前回修正率／100％
他クラブ出席／6名

佐藤修朗委員出席報告

　先月、アイドルグループ：ＴＯＫＩＯが「福島を楽しんでもらうプロジェ
クト」に取り組むと発表した。県もその発表に合わせて、窓口となる「Ｔ
ＯＫＩＯ課」を新設した。今後は、これを通じて、今の福島の現状をど
んどん発信してほしいし、地域活性化に繋がるプロジェクトにも期待
したい。コロナ禍の中、こう言った未来溢れ、夢見る話題がますます
増えていくことを切に望みたいものです。（幕田宙晃）

クラブ会報委員会から一言
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　私は郡山市のPTA連合会長
を８年努めました。その時には行

健小学校のPTA会長と市Ｐ連と、県の会長と、東北の会長、日本
PTAの常務理事もやってたんですが、これ全部兼務でございまし
た。会議が年間に約189くらいありました。その当時の教育の背景と
言いますと、高校受験・大学受験時に１点でも２点でも成績を良くす
ること、１番でも２番でも順位を良くすることというのが殆どの学校で
行われていた授業です。私はそこでずっと考えていたことがありまし
た。一つは校長以下、皆様方が教育改革と仰ってたんです。私は日
本PTAに出た時に、文部科学省の課長に「何か質問はありません
か？」と言われた時に、「教育改革というのは方法手段であって、この
国の目標ではないでしょう、この国はどちらの方向に進めようと文部
省は考えていらっしゃるんですか？」と申し上げました。その時の課長
が「早川さん、そうですね。実は来年大臣が変わりますので、その時

第2530地区
ロータリー財団委員会
　　  委員長　早川敬介氏

ゲスト卓話

　「ロータリーの友」４月号を紹介いたします。

雑誌委員会報告
宮川雄次委員長

　地区財団委員長の早川さんです。30年間、学
習塾をやってきて、PTA会長も努め教育熱心で
す。キャリア教育というものを郡山北ＲＣで中学生

に指導していて、それに職業奉仕委員会が賛同し、一緒に活動
させて頂きました。今後ともご協力を頂きたいと思います。

プログラム報告 初瀬照夫君

横組　　14頁　大学と提携 「座学と実習で職業を身近に」
　　　　41頁　日本のロータリー100周年を祝う会の開催
縦組　　18頁　祝100歳、カツマタイチロウ君はクラブの誇り

にはきちんと出します」と仰って下さいました。その時に教育文化立
国・科学技術創造立国という風に出して下さったんです。それをもう
ちょっと深く調べてみましたら、世界の先進国ばかりでなく中国・ブラジ
ル、色んなところが全てその方向を向いていました。つまり学校で改
革しようと唱えていても、我々家庭の人間がそれを本当に必要と思っ
てない限り、この改革は成功に導くわけにはいかないという風に私は
考えました。そこで文部科学省に提案したのが、保護者を教育する
ことです。郡山市には総合教育支援センターというのができたんです
が、あれも私が提案して文部科学省から当時予算をつけて頂きまし
て、私が初代の所長をやりました。その中でJCの皆さん方にも参加
頂いたり、子供たちをどこに連れて行って遊んだらいいかとか、そうい
うツールも発行しました。そういう風にして郡山を少しずつ変えよう、そ
の中で大きく出したのが中学生のインターンシップです。というのは、
学校の先生方が経済的な活動を教えることができない。そこでどうし
たらいいのかと言ったらば、皆さん方社会の最先端で働いている
方々が本当に子供たちに実際はこうなんだぞ、これから日本の社会
をこうしていく為にはこういう風にしていかなくちゃならないんだという
生の声を子供たちに聞かせること。もうちょっと古い話をします。実は
明治時代の経営者の方々は、殆ど学校を造ってらっしゃいます。次
の時代の若者を日本を支える為にということで、学校を造って来たと
思います。五大財閥もそうですし、地方でも皆様方は学校を造ってき
ました。実際には豊かな社会になって、学校を造るまでにはなってき
ておりません。ただ経営者の方々には次の代を支える、自分の産業を
支える人材を育成したいという思いはあったと思うんですよ。それを
やる学校の教育現場ではなかったということで、それを実は取り上げ
たんです。文部科学省の審議官とお酒を飲んだ席で、実際には義
務教育の間に職業を通した社会貢献をできる人生設計を組める子
供をつくれませんか。教育の目標とは本当はそこだったんじゃないで
しょうか。という風にぶつけました。その２週間後に審議官から電話が
きて、「予算つけるけどやってくれませんか」ということで、日本PTAの
役員会だったもんですから、こういう話があるけどどうでしょうか？やろ
うよ、いくら予算をつけて頂けますか？3000万ということで、全国でやら
せて頂きました。ここでは福島県の場合、一番大きな学校が行健中
学校で１学年400人いると、この大規模校ができるならどの学校でも
できるから、これでやってくれませんかと言われたのが、県の教育委
員会、市の教育委員会からでした。それでお話を致しました。たった
１日ばかりで何がわかるとか、色々意見も出ました。そこでその時の
行健中の報告書を２冊貰っていて、文部科学省の課長とその後話
し合う機会に、実際に現場はどういう意見があるのか参考がありませ
んかと言われた時、その1冊をお渡ししました。そうしたら体験した方
が、会社の中ではいつも社長とか専務から仕事を言われてそれをこ
なしているだけだったと思ったんだけれども、中学生を教えるという立
場で自分の仕事を見たら、私この仕事を通して社会に貢献できてた
んだという実感が持てました、というような意見とか、たった数時間で
何がわかるという意見とか、中学生はこれからどうしたいったらいい
のかということをよく考える機会を頂いてありがたいという意見とか、
色んなものが報告書に入っておりました。それが２年日本PTAで関
わってやりました。３年目の時に審議官が、「日本PTAでやらなくてい

いから」「えっ、どうしたんですか。こんな素晴らしいプロジェクトを」と
言ったら、「学校の授業に入れます。総合的な学習の時間でやるよう
にしますから」ということで今取り組みがなされているわけです。結局
我々は今の世代に生きているんですけど、次の世代をつくって行くと
いう大切な役割もあったはずなんですね。それをどこかに忘れては困
るので、これを実際にどうやっていったらいいのかということを提言し
て来たわけです。実際にはインターンシップということでやって頂いて
いるわけです。そこで妊娠期にはどういう課題があるのか、乳幼児期
にどういう課題があるのか、子育てとはどういうものなのかということと
か、学童期はどういうものがあるのか、年齢にふさわしい社会性を身
に付けることとか、成長過程を優しく親として見てあげられるのか、こ
れは親側の問題でもあると思います。青年期の前期、職場体験・奉
仕活動などを通して職業間の醸成・育成を図る。相談しやすい機関
や家庭以外に子供の居場所がある。今郡山市内で18歳の子供た
ちの人数が9,200人くらいいるんですが、０歳児の登録が7,200人くら
いなんです。2,000人減るんです。その子供たちをどう育てたらいい
のか。切羽詰まっているんですよ。きちっと子供たちを成長させていく
必要がある。それから今年２月20日に地区の職業奉仕委員会主催
で「キャリア教育と企業の未来」ということをやりました。対象としては
中央分区の中で、学校の先生方、郡山市の職員にお願いしました。
キャリア教育とは、一人一人の社会的・職業的自立に向けて必要な
能力などを育み、向上を図る教育。必要な能力とは、人間関係形成
能力、将来設計能力、情報活用能力、意思決定能力。職業奉仕委
員会の事業として、郡山RC・西RC・西北RC・コスモスRCさんも実は
地区補助金の申請を出してないんですよ。ですからそれを全部まと
めて頂きまして、職業奉仕委員会のプロジェクトに使わせて頂こうか
なと申請をしています。皆さん方のご協力はそういうところにも出てい
ると思って頂ければありがたいと思います。
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◎マスク会食、宜しくお願いします。 佐藤光一君

ニコニコＢＯＸ委員会報告
橋本謙一委員長

総員／99名　出席／60名　欠席／39名
出席率／60.61％　前回修正率／100％
他クラブ出席／6名

佐藤修朗委員出席報告

　先月、アイドルグループ：ＴＯＫＩＯが「福島を楽しんでもらうプロジェ
クト」に取り組むと発表した。県もその発表に合わせて、窓口となる「Ｔ
ＯＫＩＯ課」を新設した。今後は、これを通じて、今の福島の現状をど
んどん発信してほしいし、地域活性化に繋がるプロジェクトにも期待
したい。コロナ禍の中、こう言った未来溢れ、夢見る話題がますます
増えていくことを切に望みたいものです。（幕田宙晃）

クラブ会報委員会から一言

㈱青木工機
　　代表取締役　青木　誠君

次 回 第38回例会
令和3年5月13日㈭

会員卓話

〒963‒8014  郡山市虎丸町 24‒8
富士火災ビル 5F

アサヒビール㈱福島支社
支 社 長 松　宮　　勇

☎ 934‒2135　　934‒2075
〒963‒8005  郡山市清水台 1‒7‒23

㈲ か ね い
代表取締役 橋　本　謙　一

☎ 932‒0318　　932‒0319

　私は郡山市のPTA連合会長
を８年努めました。その時には行

健小学校のPTA会長と市Ｐ連と、県の会長と、東北の会長、日本
PTAの常務理事もやってたんですが、これ全部兼務でございまし
た。会議が年間に約189くらいありました。その当時の教育の背景と
言いますと、高校受験・大学受験時に１点でも２点でも成績を良くす
ること、１番でも２番でも順位を良くすることというのが殆どの学校で
行われていた授業です。私はそこでずっと考えていたことがありまし
た。一つは校長以下、皆様方が教育改革と仰ってたんです。私は日
本PTAに出た時に、文部科学省の課長に「何か質問はありません
か？」と言われた時に、「教育改革というのは方法手段であって、この
国の目標ではないでしょう、この国はどちらの方向に進めようと文部
省は考えていらっしゃるんですか？」と申し上げました。その時の課長
が「早川さん、そうですね。実は来年大臣が変わりますので、その時

第2530地区
ロータリー財団委員会
　　  委員長　早川敬介氏

ゲスト卓話

　「ロータリーの友」４月号を紹介いたします。

雑誌委員会報告
宮川雄次委員長

　地区財団委員長の早川さんです。30年間、学
習塾をやってきて、PTA会長も努め教育熱心で
す。キャリア教育というものを郡山北ＲＣで中学生

に指導していて、それに職業奉仕委員会が賛同し、一緒に活動
させて頂きました。今後ともご協力を頂きたいと思います。

プログラム報告 初瀬照夫君

横組　　14頁　大学と提携 「座学と実習で職業を身近に」
　　　　41頁　日本のロータリー100周年を祝う会の開催
縦組　　18頁　祝100歳、カツマタイチロウ君はクラブの誇り

にはきちんと出します」と仰って下さいました。その時に教育文化立
国・科学技術創造立国という風に出して下さったんです。それをもう
ちょっと深く調べてみましたら、世界の先進国ばかりでなく中国・ブラジ
ル、色んなところが全てその方向を向いていました。つまり学校で改
革しようと唱えていても、我々家庭の人間がそれを本当に必要と思っ
てない限り、この改革は成功に導くわけにはいかないという風に私は
考えました。そこで文部科学省に提案したのが、保護者を教育する
ことです。郡山市には総合教育支援センターというのができたんです
が、あれも私が提案して文部科学省から当時予算をつけて頂きまし
て、私が初代の所長をやりました。その中でJCの皆さん方にも参加
頂いたり、子供たちをどこに連れて行って遊んだらいいかとか、そうい
うツールも発行しました。そういう風にして郡山を少しずつ変えよう、そ
の中で大きく出したのが中学生のインターンシップです。というのは、
学校の先生方が経済的な活動を教えることができない。そこでどうし
たらいいのかと言ったらば、皆さん方社会の最先端で働いている
方々が本当に子供たちに実際はこうなんだぞ、これから日本の社会
をこうしていく為にはこういう風にしていかなくちゃならないんだという
生の声を子供たちに聞かせること。もうちょっと古い話をします。実は
明治時代の経営者の方々は、殆ど学校を造ってらっしゃいます。次
の時代の若者を日本を支える為にということで、学校を造って来たと
思います。五大財閥もそうですし、地方でも皆様方は学校を造ってき
ました。実際には豊かな社会になって、学校を造るまでにはなってき
ておりません。ただ経営者の方々には次の代を支える、自分の産業を
支える人材を育成したいという思いはあったと思うんですよ。それを
やる学校の教育現場ではなかったということで、それを実は取り上げ
たんです。文部科学省の審議官とお酒を飲んだ席で、実際には義
務教育の間に職業を通した社会貢献をできる人生設計を組める子
供をつくれませんか。教育の目標とは本当はそこだったんじゃないで
しょうか。という風にぶつけました。その２週間後に審議官から電話が
きて、「予算つけるけどやってくれませんか」ということで、日本PTAの
役員会だったもんですから、こういう話があるけどどうでしょうか？やろ
うよ、いくら予算をつけて頂けますか？3000万ということで、全国でやら
せて頂きました。ここでは福島県の場合、一番大きな学校が行健中
学校で１学年400人いると、この大規模校ができるならどの学校でも
できるから、これでやってくれませんかと言われたのが、県の教育委
員会、市の教育委員会からでした。それでお話を致しました。たった
１日ばかりで何がわかるとか、色々意見も出ました。そこでその時の
行健中の報告書を２冊貰っていて、文部科学省の課長とその後話
し合う機会に、実際に現場はどういう意見があるのか参考がありませ
んかと言われた時、その1冊をお渡ししました。そうしたら体験した方
が、会社の中ではいつも社長とか専務から仕事を言われてそれをこ
なしているだけだったと思ったんだけれども、中学生を教えるという立
場で自分の仕事を見たら、私この仕事を通して社会に貢献できてた
んだという実感が持てました、というような意見とか、たった数時間で
何がわかるという意見とか、中学生はこれからどうしたいったらいい
のかということをよく考える機会を頂いてありがたいという意見とか、
色んなものが報告書に入っておりました。それが２年日本PTAで関
わってやりました。３年目の時に審議官が、「日本PTAでやらなくてい

いから」「えっ、どうしたんですか。こんな素晴らしいプロジェクトを」と
言ったら、「学校の授業に入れます。総合的な学習の時間でやるよう
にしますから」ということで今取り組みがなされているわけです。結局
我々は今の世代に生きているんですけど、次の世代をつくって行くと
いう大切な役割もあったはずなんですね。それをどこかに忘れては困
るので、これを実際にどうやっていったらいいのかということを提言し
て来たわけです。実際にはインターンシップということでやって頂いて
いるわけです。そこで妊娠期にはどういう課題があるのか、乳幼児期
にどういう課題があるのか、子育てとはどういうものなのかということと
か、学童期はどういうものがあるのか、年齢にふさわしい社会性を身
に付けることとか、成長過程を優しく親として見てあげられるのか、こ
れは親側の問題でもあると思います。青年期の前期、職場体験・奉
仕活動などを通して職業間の醸成・育成を図る。相談しやすい機関
や家庭以外に子供の居場所がある。今郡山市内で18歳の子供た
ちの人数が9,200人くらいいるんですが、０歳児の登録が7,200人くら
いなんです。2,000人減るんです。その子供たちをどう育てたらいい
のか。切羽詰まっているんですよ。きちっと子供たちを成長させていく
必要がある。それから今年２月20日に地区の職業奉仕委員会主催
で「キャリア教育と企業の未来」ということをやりました。対象としては
中央分区の中で、学校の先生方、郡山市の職員にお願いしました。
キャリア教育とは、一人一人の社会的・職業的自立に向けて必要な
能力などを育み、向上を図る教育。必要な能力とは、人間関係形成
能力、将来設計能力、情報活用能力、意思決定能力。職業奉仕委
員会の事業として、郡山RC・西RC・西北RC・コスモスRCさんも実は
地区補助金の申請を出してないんですよ。ですからそれを全部まと
めて頂きまして、職業奉仕委員会のプロジェクトに使わせて頂こうか
なと申請をしています。皆さん方のご協力はそういうところにも出てい
ると思って頂ければありがたいと思います。


