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『第45回創立記念夜間移動例会』 

クラブ奉仕委員会 

                   ソング：手に手つないで 

 

  

 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4月7日(木) くもり 

●ソング／クラブ讃歌 

●司会 ／菊田 等会長 

●ゲスト／ヘルシンキ北西ロータリークラブ 井口 光雄様                             

●4月7日出席率／ 

会員34名中欠席8名、規定除外者2名75.0% 

●3月17日確定出席率／ 

会員34名中欠席0名、規定除外者4名100% 

●会長報告／ZOOM でのご参

加やご欠席などでアワード

等の贈呈品をご本人へお渡

しできておりませんでした

ので、本日会場へお越しい

ただいた方の分を贈呈いた

します。山本耕司会員宛に、

国際ロータリー第2510地区 地区大会実行委員会より、「ク

ラブ永年出席 100％会員表彰」

100％出席年数 20 年の記念品

が届きましたので贈呈いたし

ます。／今年度のゴルフ同好会

の優勝者は、海野均会員でした。

優勝金をお渡しいたします。お

めでとうございます。 

●幹事報告／4/24(日)に2022年-2023年度地区研修・協議会

が ZOOM と対面のハイブリット方式で開催されます。指名出

席者は対面方式が第 1 分科会に次期クラブ会長の私(得能会

員)と第2分科会に次期クラブ幹事の吉田聡子会員、ZOOM で

のWeb方式が第3分科会に次期クラブ奉仕委員長の西智樹会

員、次期ロータリー情報委員長の西岡憲廣会員、次期広報・

会員増強委員長の久保隆会員、第4分科会に次期職業奉仕委

員長の横山哲也会員、第5分科会に次期社会奉仕委員長の海

野均会員、第6分科会に次期国際奉仕委員長の岡出敏美会員、

第7分科会に次期青少年奉仕委員長の葛西純一です。指名出

席者の皆様はご案内と一緒にPDFデータにて送付しておりま

す『手続要覧2019』をお手元にご準備のうえ、ご参加をお願

いいたします。なお、手続要覧の冊子の購入につきましては、

2020 年 3 月に終了となっておりますのでご了承いただきま

すようお願いいたします。／次週、4/14（木）は理事会裁量

により、休会です。次回の例会は4/21（木）18時30分より

第 45 回創立記念夜間例会となります。元会員の方々や勇者

の会の皆様もご招待しておりますので、皆様のご参加をお待

ちしております。／本日例会終了後、定例理事会を開催いた

します。理事・役員の皆様は、ご出席お願いいたします。 

●委員会報告／なし 

●米山記念寄付／ 

目標額560,000円 達成額363,500円 達成率 64.9％ 

●ロータリー財団寄付／ 

目標額572,250円 達成額636,100円 達成率111.1％ 

●ニコニコBOX／ 

目標額1,000,000円 達成額429,000円 達成率42.9％ 

●主要プログラム 

『大学雑学考～この先わが国の大学はどこへ向かうのか？～』                    

安酸 敏眞会員 

わが国の大学の現状を知っていただくために、「大学雑

学考―この先わが国の大学はどこへ向かうのか？」という

題の卓話をいたしました。その概要は以下の通りです。 

 大学の起源は中世西欧の 12 世紀末に求められ、
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クラブモットー：明るく、楽しく、出席しやすいクラブ 
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横山 哲也 会員（令和 ２年５月 １日）(税)令月会 

入 会 記 念 日                                                                                                                              冨岡 公治 会員（昭和５２年４月２１日） 

馬杉 榮一 会員（昭和５２年４月２１日） 



university の語源であるラテン

語のuniversitasは、本来「教師

と学生の組合」を意味していま

す。そしてそのようなものとし

ての「大学」は、ボローニャ大学

とパリ大学をもって嚆矢としま

す。イギリスのオックスフォー

ド大学やケンブリッジ大学は、教師と学生の一対一の個人

指導を基本とするチューター制度をその特徴とし、ジェン

トルマン養成を主目的としていました。アメリカのハーバ

ード、イェール、プリンストン大学などは、英国の大学を

モデルとしたピューリタン精神に基づく古典教育を重ん

じましたが、南北戦争のあと実学志向の州立大学や、大富

豪の巨額の寄付による新たな私立大学が、全米各地に誕生

しました。学問の自由と研究に重きを置く近代的な研究大

学は、ドイツのゲッティンゲン大学とベルリン大学におい

て成立しました。 

 わが国の最初の大学は、1886年の「学校令」（「帝国大学

令」を含む）によって誕生した「帝国大学」ですが、これ

はベルリン大学をモデルにしていました。東京に次いで京

都、仙台、福岡、札幌などに順次帝国大学ができましたが、

この間今の私立大学は「専門学校」扱いにとどまり、大学

の資格が与えられるには、1918年の「大学令」を待つしか

ありませんでした。私大のトップを切って早稲田と慶応が

大学として認可されたのは、ようやく1920 年2月のこと

です。現在、わが国には803校の大学が存在します。その

うち私立大学は619校で、全体の約77％を占めます。しか

し学生一人当たりの国庫からの支出額は、2019 年度のデ

ータによれば、私立大学14.6万円、国立大学182.6万円

で、国立大学は私立大学に対して約 12 倍の補助を受けて

います。このように、明治以来の官尊民卑の風潮、すなわ

ち国立大偏重・私大軽視という宿痾は、わが国の大学史に

久しく暗い影を落としています。 

ユニバーサル化とグローバル化の中で、わが国の大学の凋

落傾向は顕著です。久しくアジアのトップの座に君臨して

きた東京大学は、「世界大学ランキング」において、中国の

清華大学と北京大学、そしてシンガポール国立大学に追い

越されていますし、京都大学も香港大学やシンガポール南

洋理工大学の後塵を拝しています。海外留学を目指す学生

は減り、内向き傾向が如実に増加していますし、わが国の

TOEIC 国別平均スコアは 531/990 点で世界第27 位の低位

置です。先般の日本大学の不祥事は、大学ガバナンスのあ

り方を象徴的な仕方で問うています。 

こうした現状に鑑みるとき、「レジャーランド」とか「労働

の代替としての学習」などと揶揄されてきたわが国の大学

は、いまその存立意義を激しく問われています。 

 

例会場：京王プラザホテル札幌 例会日：毎週木曜日１２：３０ 会報委員／◎西智樹、○山本耕司、冨岡公治、小西政秀、八木健真 

事務所：札幌市中央区南 4 条東 4 丁目 2-1 さくら総合会計ビル  TEL:011-200-2066   FAX011-200-2067  E-mail:sap-seihoku.ri2510@dao.or.jp 

HP アドレス: sapporo-seihoku-rc.com 

次回プログラム    5 月 12 日（木）  『新会員卓話』 

濱中 宜樹 会員 

                                  ソング：クラブ会歌 

 

菊田 等会員：安酸会員の本日の卓話楽しみにしております。 

得能宗洋会員：安酸さん本日の卓話よろしくお願いいたします。 

冨岡公治会員：４月１日、冨岡公治法律事務所から冨岡法律事務所と改称しました。弁護士冨岡公治と弁護士

冨岡俊介との共同経営であることを明確にするためです。 

久保 隆会員：安酸様の卓話楽しみです。 

遠島芳然会員：安酸様の卓話よろしくお願いします。 

池上喜重子会員：お久しぶりです。安酸先生のお話楽しみです。  

渡邊葉子会員：理事長の卓話、楽しみに参りました。 

海野 均会員：安酸さん卓話よろしくお願いいたします。 

小川眞治会員：安酸会員の卓話、大学雑学に期待をしております。よろしくお願いします。 

山本耕司会員：何もなし 

池﨑 潤会員：安酸さん本日よろしくお願いいたします。 

ゲスト：ヘルシンキ北西 RC 井口 光雄様：ご無沙汰しております。今年度もよろしくお願い申し上げます。 

ニコニコＢＯＸ 

22 日 (金) 札幌幌南 定例夜間例会 (ﾌﾟﾚﾐｱﾎﾃﾙﾂﾊﾞｷ) 26 日 (火) 札幌清田 法定休日週の為、休会

22 日 (金) ライラック 定例休会 26 日 (火) 大通公園 法定休日週の為、休会

23 日 (土) 札幌手稲 繰上移動夜間例会 27 日 (水) モーニング 法定休日週の為、休会

25 日 (月) 札幌南 法定休日週の為、休会 27 日 (水) 札幌 法定休日週の為、休会

25 日 (月) 札幌北 法定休日週の為、休会 27 日 (水) 真駒内 法定休日週の為、休会

26 日 (火) 札幌西 法定休日週の為、休会 27 日 (水) 新札幌 法定休日週の為、休会

26 日 (火) はまなす 法定休日週の為、休会 28 日 (木) 札幌東 法定休日週の為、休会

市内他クラブのプログラム


