
 

司 会 竹田 会場監督  点 鐘 山本 会長 

点 鐘  

国歌斉唱 

ロータリーの目的／四つのテスト 

ゲスト・ビジター紹介 

＜ゲスト＞ 

米山奨学生 アスラム ムハンマド ラヒール 君 

会長挨拶 

◇誕生祝  

前川 俊朗 さん（8／29・72 才） 

高木 章裕 さん（9／3・52 才） 

牧野 正広 さん（9／3・54 才） 

金森 健祐 さん（9／24・59 才） 

坪田 伊歩 さん（10／3・52 才）  

西村 博邦 さん（10／5・66 才）  

北野  繁 さん（10／7・61 才）  

板谷  聡 さん（10／13・66 才） 

◇皆出席表彰 

＜8 月皆出席＞ 

松原 吉隆 さん（28 年）室崎  靖 さん（23 年） 

牧野  明 さん（18 年）山本  毅 さん（17 年） 

中川  潔 さん（11 年）多田 誠一郎さん（10 年）  

吉岡  周 さん（8 年） 竹田 光宏 さん（5 年）  

高木 章裕 さん（4 年） 石崎 仁康 さん（2 年） 

中沖  雄 さ （2 年） 山本玲緒奈 さん（1 年）  

  

＜9 月皆出席＞ 

谷道 伸也 さん（21 年）岡本 欣治 さん（17 年）  

中野 健司 さん（15 年）大川 英一 さん（8 年）   

坪田 伊歩 さん（7 年） 二口  真 さん（4 年）   

福田 剛平 さん（4 年） 勝山 英和 さん（3 年） 

岩本  聡 さん（1 年） 吉井  治 さん（1 年） 

＜10 月皆出席＞ 

炭元 嘉雄 さん（32 年） 津嶋 春秋 さん（30 年）   

大谷 嘉一 さん（20 年） 荒井  毅 さん（19 年）  

山口 洋祐 さん（7 年） 柳澤 剣治 さん（7 年）   

杉林 政孝 さん（3 年）   

 

 

 

 

◇米山記念奨学会から米山功労者感謝状 贈呈 

 第 4 回 マルチプル 塩崎 吉康 さん 

◇RLI 研究会パートⅠ 修了書 贈呈 

 塩崎 吉康 さん 

 中村総一郎 さん 

 島  尚之 さん 

◇米山奨学生に奨学金のお渡し⇒ラヒール君一言 

幹事報告 

◇配布⇒ロータリーの友 10 月号 

    ロータリー米山記念奨学事業 豆辞典 

◇10 月のロータリーレート 1＄=112 円 

（9 月のロータリーレート 110 円） 

◇赤い羽根共同募金 

◇高岡市美術館よりお知らせ「高岡で考える西洋美術」  

◇高岡市商工会議所青年部よりお知らせ「創立 55 周年

記念講演会」 

委員会報告 

◇ＳＡＡ…テーブルマスター選任のお願い 

◇雑誌…ロータリーの友 10 月号紹介（大谷委員長） 

◇70 周年実行委員会講演会委員会… 

講演会の件（菅野講演会副委員長） 

◇親睦委員会… 

第2回親睦ゴルフ大会結果（石崎親睦委員長） 

 

 

 

 

 

＜ ニコニコＢＯＸ 20 件 61,000 円 ＞ 

 

山本（毅）会長／久しぶりの通常例会です。70 周年記

念講演会は皆様のおかげで成功裏に終えることが

できました。11 月 14 日瑞龍寺での式典・祝賀会に

向けて宜しくお願いします。荒井公浩さん卓話よろ

しくお願いします。 

加茂副会長／無事、70 周年記念講演会を終えることが

できました。ご尽力いただいた皆さん、ご苦労様でし

た。本日より何とか通常の形に近い例会の開催にな

ります。これが続いて共に飲みに行ける日が来るこ

とを楽しみに頑張っていきましょう。 

2021‐22年度 【ガバナー／神野正博】                         第 3339回 

高 岡 ロータリークラブ               2021／10／7 

会長／山本 毅 幹事／塩崎 吉康                       No.7 

例会日：木曜日 12:30～13:30 創立：１９５１／１１／１５  チャーターナイト：１９５２)／４／１５ 創立順位：No.6 

 



70 周年実行委員会執行部一同／9 月 26 日千宗室様を

お迎えしての創立 70 周年企画講演会、二口委員長は

じめ会員皆様のご協力のおかげを持ちまして成功裏

に終えることができました。ありがとうございまし

た。 

70 周年実行委員会若野実行委員長／大変な難産でした

が講演会無事終了しました。皆様のお陰です。ご協力

ありがとうございました。次回、本番が有りますので

宜しくお願いします！ 

70 周年実行委員会田中実行副委員長／9 月 26 日講演

会に多数ご出席いただき有難うございました。11 月

14 日の 70 周年式典、祝賀会がステージ 1 でむかえ

られるよう願っています。 

前川君／2 日の親睦ゴルフで思いがけず優勝いたしま

した。親睦ゴルフにはほぼ欠かさず参加してきまし

たが、高岡ロータリー40 周年の年に入会し 70 周年

の年に初優勝 30 年目の初優勝です。表彰式後に散会

した後の有志での懇親会では、優勝を祝うケーキま

で用意していただきました。7 月 31 日の呉羽同好会

以来の久々の懇親会で楽しませていただきました。

感謝です。 

藤田君／先日の高岡クラブゴルフコンペに於いてサン

ドバンカーにいじめられ不甲斐ない成績でしたが、

これにめげず体力維持の為頑張ります。感謝。 

室崎君／70 周年記念講演会、無事終了しました。先ず

はコロナ禍に拘わらず遠路お越しいただいたお家元

に感謝。また今回もクラブ一体となっての実行力に

感動。式典、祝賀会も頑張りましょう。 

岡本（欣）君／先日の記念講演会、二口部会長はじめ皆

様ご苦労様でした。70 周年の良いスタートを切られ、

これからの周年事業も楽しみです。また荒井さん今

日の卓話たのしみにしています。 

菅野君／9 月 26 日記念企画（講演会）は多数のご参加

をいただき有難うございました。 

前川君／誕生祝ありがとうございます。 

西村君／誕生祝を頂いて。 

金森君／誕生日祝ありがとうございました。 

板谷君／誕生祝ありがとうございました。 

津嶋君／30 年表彰ありがとうございます。 

吉岡君／本日は「皆出席祝い」を頂きまして有難うござ

います。今年度も皆出席できるよう頑張ります。「山

本丸」のご活躍を祈念いたします。 

竹田君／皆出席表彰を頂き有難うございます。 

勝山君／皆出席いただき有難うございます。 

石崎君／皆出席祝いを頂き有難うございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

プログラム 

会員卓話 

 

『 私立高校を 

経営していて思うこと 』    

 

荒井 公浩 会員 

 

皆さんは「高校」を取り巻く環境が大きく変わってきて 

いることをご存知でしょうか？ 

大きな要因が三つあります。それは、「少子化」と「多 

様化」、そして「授業料無償化」です。それぞれについ 

て、少し述べさせて頂きたいと思います。 

まず一つ目の少子化ですが、県内の 15 歳人口は急速に 

減少しています。学校経営の根幹をなすのが、15 歳人 

口です。もともと私学ができた要因の一つが、第 1 次 

、第 2 次ベビーブームに備えた「人口急増対策」です 

。当時、県立高校だけでは急増する子供の数に対応でき 

ないこともあり、私立に受け皿の一端を担わせました。 

県内でも第 2 次ベビーブーム世代が 15 歳だった平成 

元年当時、約 19,000 人おりました。今は、8,000 人ほ 

ど、半分以下になりました。 

状況がこれだけ一変すると、県立高校は「再編」を進め 

たり、定員を減少させたりしています。私立も定員の減 

少にて対応しておりますが、私企業である私立には再 

編が無く、「廃業」になります。 

二つ目の多様化ですが、ここで言う多様化は中学卒業 

時の「進路」の多様化です。昔は、ざっくりと、全日 

制の県立を受けて、滑り止めで全日制の私立を受ける、 

という形が一般的でしたが、今は、少子化に加え、部活 

動で県外に進学する生徒、そして、「広域通信制」の高 

校に進学する生徒が増加しています。特に、広域通信制 

は、今までは全日制の高校から様々な理由で「転学」す 

る生徒が主でしたが、いまは、中学校を卒業して、県立 

私立問わず、「全日制に行かず」に広域通信制に進学す 

る生徒が増えています。 

三つめは、これは私立にとっての追い風になりますが、 

授業料について、私立は昔から「高い」というイメージ 

がありましたが、世帯年収が一定額未満の世帯につい 

ては、国の方で授業料分を負担し、実質的に授業料負担 

を無償化する制度が 2 年前より導入されました。この 

ことにより、授業料要因で県立を選ぶ生徒が減り、県立 

か私立か、といった形での選択肢ではなく、生徒自身の 

ニーズによって県立私立問わず「学校」本位で選択する 

ケースが増えてきています。 

いずれにしましても、15 歳人口減少が私立高校経営に 

おいての最大の懸念材料ではありますが、高岡向陵と 

新川の 2 校を運営する荒井学園としましては、より魅 

力化を図り、選ばれる学校を目指していきたいと考え 

ております。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 



10/2 第 2 回親睦ゴルフ大会 

＊10 月 2 日（土）小杉カントリークラブ 

＊東⇒南・北⇒南 10：00 スタート 

※表彰式：小杉カントリー「アルテミス」 

 

優 勝 前川俊朗 45／51／98／26.4／71.6 

準優勝 北野 繁 40／43／83／9.6／73.4 

３ 位 駒井 宏 41／44／85／10.8／74.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


