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2014－15年度国際ロータリーのテーマ　ロータリーに輝きを

ら3年生らしく、というように、それぞれの立場で「らしく」あるこ
とを心がければ、他人から信頼される振る舞いができるようにな
ります。
　第二の「知恵出せ、声出せ、汗を流せ（一能一芸を磨け）」とは、勉
強であれイベントであれ、何事にも知恵を出し、友人と語り、汗を
流して一生懸命取り組め、ということです。これをやると、自分の
得意技が生まれ、あるいは自分の素晴らしい点に気付きます。勉
強でも、得意な教科ができると勉強方法が分かり、不得意科目も
克服できるようになります。
　第三は、「親に心配をかけることは厳禁」です。何かをやろうと
するときには、親が喜んでくれるか、それとも心配したり怒った
りするかで判断せよ、ということです。卒業生からよく言われる
のが、「友人から万引きするように誘われたが、毎日先生に『親に
心配をかけるな』と言われ続けたので、思い止まりました」という
話です。「親のために」と思ってすることは、結局自分のためにな
るのです。
　第四は、「高校生になったら独りで学べ」です。小学生や中学生
なら、誰かの家に集まって勉強するのもよいでしょうが、高校生
だと集まっても雑談して終わりです。一人で勉強し、分からない
ことは先生に質問すればよいのです。
　今、額に入れた感謝状が回覧されていると思います。これは、生
徒や親から頂いた感謝状で、私の宝物です。「職印」という四角の
印鑑を持っていない人からの感謝状は、お願いして貰えるもので
はないからです。

（3）生徒から学んだ貴重な事例
　私は、東京で4年ほど教員を務めた後、昭和37年に陸別高校（夜
間定時制）に赴任しました。子供たちはそれぞれ悩みや苦しみを
抱えていますが、とくに夜間定時制の生徒はより大きな重荷を背
負っています。私はこの学校で、そのような子供の力になるには
どうしたらよいのか、さらに「子供を愛する」とはどういうことか
を、生徒から学ぶことができました。
　ある女子生徒が、盲腸で入院しました。彼女は、入院中何回か私
に「学校が心配だ」と電話してきましたが、私は「学校の方は、私が
ついているから心配するな。病気はお医者さんに任せるよ」と言
っただけで、お見舞いには行きませんでした。私は当時27歳で、女
性の病室を訪ねるのが照れくさかったのです。しかし、彼女は私
が見舞いに来るものと信じていたのに、私が期待を裏切ったため
怒ってしまい、退院後に登校を拒否されました。大事なことは、性
別や年齢など関係なく、生徒の第二の父親、母親なのだという気
持ちでなければ、教員は務まらない、ということです。「女性の病
室に行くのはどうも気恥ずかしい」等と言っている場合ではない
のです。
　また、3日続けて欠席・遅刻した生徒がいました。5月の連休明
けだったので、「5月病でサボりだしたのかな」くらいに思ってい
たのですが、実はその生徒は母親が喘息の発作で苦しみ、中学生
の弟は学校でイジメにあうという困難に直面していたのです。こ
のため、通常なら職場から学校に直行するところを、いったん帰
宅して家族の夕食を作ってから登校するため、遅刻せざるを得な
かったのでした。そうとも知らず、遅刻を注意しようとした私は、
生徒から事情を打ち明けられて、一緒に泣きました。50年たった
今でも、大変申し訳ないことをしたと思っています。この子が、本
当の教師の在り方を教えてくれました。
　この夜間定時制での2つの出来事が、私の教育姿勢の根底にあ
ります。愛情がなければ教育はできないし、愛情に裏打ちされた
教育は必ず生徒に受け入れてもらえるのです。
　これからは、三条高校の事例です。三条高校に赴任したときは、

■会長報告 合田　倫佳 会長
　先週は急な仕事が入り、皆様には大変ご迷惑を
おかけしました。後藤副会長には挨拶を、倉野幹事
には全体への配慮等をお願いし、無事例会が終了
した旨の報告をいただきました。今後このようなこ
との無いようにとは思っていますが、歴代先輩会

長のご苦労を感じた瞬間でした。
　何分自分でも現場を持つ小さな会社の経営者ですので、お客
様の都合により不測の事態となるケースもあると思いますが、何
とか残されたあと半年間、同様のケースにならぬよう努めてまい
ります。
　さて、80周年実行委員会から帯広ロータリークラブ80周年の
式典、懇親会のご案内を先週にお送りさせていただきました。今
回におきましても、同伴者の皆様にもぜひ参加していただきた
く、その旨のご案内を差し上げています。多くの皆様と一緒に帯
広ロータリークラブの80周年を祝いたいと思いますので、ぜひと
もご参加のほどよろしくお願いいたします。
　また現在、会員増強の活動もさせていただいています。新会員
推薦のご案内もさせていただいていますが、さらに多くの方々を
この帯広ロータリークラブにお迎えしたいと考えています。皆様
からのご推薦をお待ち申し上げます。
　さて、本日のプログラムは平原会員の卓話です。卓話は「私の教
職人生に感謝」と題されています。今まで教育一筋で歩まれてき
た平原会員の話をぜひお楽しみください。
　以上で会長報告とさせていただきます。ありがとうございま
した。

■ビジター紹介

釧路ロータリークラブ
植木　修康 様

■プログラム「会員卓話」 プログラム委員会
「私の教職人生に感謝」 平原　　隆 会員

（1）平原隆の生徒指導の基本姿勢（師（四）惚教育）
　私は、教育・指導に当たる場合、4つのことに惚
れればそれなりにうまくいく、と考えています。第
一は、「生徒に惚れる」ことで、教員の方から積極的
に生徒と触れ合い、語り合い、信頼関係を築くこと

が大切です。第二に、「同僚教職員に惚れる」、すなわちできるだけ
同僚教職員と連携・協力して、生徒の指導・育成を行うことです。
第三は、「学校に惚れる」で、学校の建学の精神等をよく理解し、生
徒に伝えていくことです。第四は、「地域に惚れる」、すなわち地域
の伝統や文化を吸収するとともに、イベントには極力参加する等
できるだけ地域と関わることです。地域住民の力を借りること
で、教育は向上します。このため、私は必ず家族を帯同して赴任し
ましたし、おかげで各赴任地ですばらしい友人を得ることができ
ました。

（2）日常実践編
　第一は「らしく、らしく、またらしく」です。教員は教員らしく生
徒の模範になり、生徒は三条高生なら三条高生らしく、3年生な
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できました。
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ダーで読み込む
事ができます。

まず入学式の前に、入学書類を見て担当クラスの新入生の顔と名
前を全員覚えました。入学式当日は、生徒に自由に座らせたうえ
で、私は出席簿の名前を順番に読み上げながらその生徒の席に
行き、一人ずつ握手をしました。生徒は驚き、私はスッと新しいク
ラスに入ることができました。
　また、定期試験の都度、3週間前から生徒全員にそれぞれ5回
くらい電話をかけました。定期試験は年5回ですから、1年間では
30回近くになります。何か具体的な話題があるわけではないので
すが、「勉強で分からないことはないか」、「何か困っていることは
ないか」などと話しかけると、生徒の方からも進路のこと、クラブ
活動のことなど、いろいろ話してくれるようになります。一対一
で5〜10分話すということが、信頼感を醸成するのです。私は「激
励電話」と称していましたが、生徒の親は「愛情電話」と言ってく
れました。
　高1の男子生徒が、学年末試験の3月11日に、「プロボウラーを
めざす」として自主退学し家出しました。本人は、働きながらボウ
リングの修行するつもりでしたが、高校中退の身元保証人もない
未成年者を雇ってくれるところはなく、所持金も底をついてしま
いました。家に帰る交通費すらないため、たまたま求人広告を見
たラーメン屋の店主に事情を説明し、働かせてもらうことになっ
たのですが、同世代の高校生が来店して学校の話をするのを聞い
ているうちに、「もう一度学校で勉強したい」と思うようになった
のです。
　彼は6月21日に帰宅し、すぐに親から「本人が復帰を希望して
いる」という連絡がありました。自宅を訪問して本人と面談した
後、まず教頭に相談したところ、「通信制も定時制もあるし、受験
し直すこともできる」等と言うため、頭にきて直接校長に相談し
ました。校長は立派な方で、神奈川県で2校ほど「家出しても無事
故で帰ってきた場合は、6か月以内なら学年止め（1年留年）で復
校させる」という事例があることを調査し、校長権限で復校を認
めたのです。彼は高1で再スタートし、3年後に北電にトップで入
社しました。
　事例紹介の途中ですが、時間が参りましたので、これで終わり
にいたします。ご清聴ありがとうございました。

■退会の挨拶 三宅　弘泰 会員
　このたび、2月1日付で転勤することになりまし
た。一番残念なのは、奥ガバナーをサンパウロにお
連れできなくなったことです。内示を受けた1月16
日以降、手袋をなくしたり部下との約束を忘れたり
と、これまでの転勤にないほど混乱しており、これ

はきっと皆さまが「もうしばらく帯広ロータリークラブで一緒に
やろうよ」と引き留めて下さっているのだ、と勝手に思っており
ます。

　帯広ロータリークラブで思い出されるのは親睦活動委員会で
の活動で、まず藤森前委員長の野遊会事件、それからクリスマス
例会における川上前副委員長との掛け合いなどです。
　異動先については、JTBと決別し、公益社団法人北海道観光振
興機構に出向することとなりました。事務所は札幌駅から至近の
伊藤加藤ビル内にありますので、お近くに来られる機会がありま
したらぜひお立ち寄り下さい。機構で何をやることになるかは、
今はまだよく分かっておりませんが、お立ち寄り頂く頃にはきち
んと説明できるようになっていると思います。
　それでは、いろいろお世話になり、ありがとうございました。

■会務報告 倉野　　賢 幹事
①帯広RC、第5回クラブ協議会開催のご案内
　日　時　1月28日（水）午後6時30分集合
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
　会　費　2,100円
　出席義務者：理事・役員・委員長
②帯広RC、2月11日（水）の例会は、祝日のため休会と致します。
③帯広5RC・芽室RC・音更RC、7RC合同例会開催のご案内
　日　時　2月13日（金）午後0時集合
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
　講　師　石澤良昭氏（歴史学者・第13代上智大学学長）
　　　　　〜スケジュール予定〜
　　　　　・12：00　会　食　　・12：40　講　演
　　　　　・12：30　例　会　　・13：30　終　了
※尚、帯広東RC、2月10日（火）の繰下げ例会と致します。
　　 帯広西RC、2月12日（木）の繰下げ例会と致します。
　　 帯広南RC、2月16日（月）の繰上げ例会と致します。
　　 帯広RC、2月18日（水）の繰上げ例会と致します。
④帯広東RC、夜間例会開催のご案内
　日　時　2月17日（火）午後6時30分
　場　所　アパホテル帯広駅前
⑤帯広西RC、夜間例会開催のご案内（創立記念例会）
　日　時　2月19日（木）午後6時30分
　場　所　北海道ホテル
⑥帯広北RC、夜間例会開催のご案内（創立記念例会）
　日　時　2月20日（金）午後6時30分
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広

■委員会報告 ロータリー財団委員会

　後藤裕弘会員宛に、メジャー・ド
ナーズのクリスタル・トロフィーと
バッジが届いておりますので、贈呈
いたします。

■ニコニコ献金 親睦活動委員会
　上半期の献金額を集計したところ、年度目標額の半分に少し足
りない状況です。身の回りで楽しいこと、嬉しかったこと等あり
ましたら、ぜひニコニコ献金にご協力をお願いいたします。
平原　　隆 会員
　本日、卓話を担当させて頂きます。
■出席報告 出席委員会
1月28日例会 出席報告　会員総数89名（内免除会員6名）　出席者数55名（出席免除会員0名）
1月14日例会 メークアップを含む出席者数及び出席率　A：69名　B：82.1%
■次週プログラム予定
2月4日（水）「ガバナー補佐公式訪問」
 RI第2500地区第6分区ガバナー補佐　川田　章博 様
　　　　　「会員の出席率向上とメーキャップについて」 （出席委員会）


