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2011.6.2　第2054例会� No.1934

▲

本日のプログラム
　お祝い行事
　「イニシエーションスピーチ」
　山下貴司 会員

▶6月9日のプログラム
　チャーターナイト特別例会
　（於　岡山プラザホテル）

例会報告（5/26）

出席報告
　会 員 数　86名（内出席免除者22名）
　出 席 者　68名
　出 席 率　83.95％（前々回訂正後出席率95.12％）
　ビジター　０名

会長挨拶・報告
　麦の稔りと共に，そろそろ田植えのシーズンを迎え，水辺には蛍が舞いはじめる頃となりました。
　さて，このたび職業奉仕委員会安藤委員長の活動事業といたしまして，高い倫理基準と公共の価値観を
認め，その模範を示した団体を称え，表彰させていただくことといたしました。
　なお，本年度の地区テーマの一つとして「水と環境問題」について取り組んでおりますが，５月28日に
は，社会奉仕活動委員会髙橋委員長が『森の育成事業』をテーマとして，西粟倉村において会員皆様と共
に「水と環境」について学び，植樹作業に参加することになっております。ご参加・ご協力の程，よろし
くお願いいたします。
　さて，本日は学校法人森教育学園理事長の森靖喜様より「転換すべき教育」と題してお話をいただきま
す。拝聴下さい。

幹事報告
１． ６月のロータリーレートは，１ドル＝82円です
２．他クラブの週報を回覧いたしますのでご覧下さい。

お 食 事



次年度幹事報告
１． 次年度の手帳を本日，希望された方にポスティングしております。代金は７月に入りましてから頂戴

いたします。

表彰

受賞団体名　岡山県塗装倶楽部　森藤　豊 様

職業奉仕委員会　安藤究真 委員長
　職業奉仕委員会では，高い倫理基準と公共の価値観を認め，その模範を示した企業・団体に対し，例会
へのご招待と，表彰を予定し，会員皆さまに該当する企業・団体をご推薦いただきますよう，お願いしま
したところ，「岡山県塗装倶楽部」さまをご推薦いただきました。
　塗装業という職業を活かし，街の落書き消しをボランティアで行い，きれいな街並みを維持していく活
動をされています。
　そこで，この功労を表彰し，記念品を贈呈したいと思います。

　国際ロータリー日本事務局より近藤典博会員にマルチプル・ポール・ハリス・フェロー・ピンが届いて
届いております。

委員会報告
●国際奉仕委員会　勘藤晋委員長
・米山記念奨学生紹介
名　　前：李正姫（イ ジョン ヒ）
出 身 地：韓国 大邱（テグ）市
在 籍 校：岡山大学　社会文化科学研究科　博士課程３年
在籍期間：平成23年４月から平成24年３月まで
大学院での研究テーマ：在日コリアンの心理学視点から見た二文化環境への対応について
学　　歴： 大邱大学卒（日本語，日本文化専攻），
　　　　　東京国際大学留学（日本語），
　　　　　岡山大学（教育心理学修士課程），
　　　　　岡山大学（社会文化科学研究科博士課程在学中）
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●スマイル●
西本 先日，佐々木親睦活動委員長には大変お世話になりました。ありがとうございました。各

委員会の皆様には最後まで色々お力添えいただきありがとうございます。
齊藤（博） 司法試験に合格した司法修習生に中小企業等について話をすることになりました。ロータ

リアンである社長は間違いないと話をしてきます。
河和 ①欠席ばかりいたしておりますが，ぼつぼつやっております。　②髙藤さんにお世話にな

りました。　③二人目の曾孫が生まれました。
横山 森先生よくおいで下さいました。
片山 ご無沙汰しています。森先生ようこそ。
米田 本日は卓話に学校法人森教育学園理事長 森靖喜先生をお迎えして。
更井 ①昭和56年６月第１例会にて入会して以来，本例会で（在籍）満30年となりました。今後と

もよろしくお付き合い賜りますようお願いします。ちなみに当時の会長は坪井さん，幹事
は長尾さんでした。　②森先生ようこそ。歓迎します。

糸島 ①家内がゴルフ大会に参加させていただき，５位の賞品を持って帰りました。　②山陽新
聞夕刊での「一日一題」が今日で最後です。ありがとうございました。

丹羽 森靖喜先生をゲストにお迎えして。卓話を楽しみにしております。
大森 糸島先生，先日は大変お世話になりました。
山田 野鳥の会会員10名を連れて台湾の台中，台南，阿里山に７日間の探鳥旅行に行ってきまし

た。天候はいまいちでしたが，大汗をかいたり，寒くて震えあがったりしました。
内山（隆） 森理長よくいらっしゃいました。お話楽しみにしています。先日は女房の誕生日にお花を

ありがとう。
西下 森先生をお迎えして。
伊原木 森先生，ようこそおいで下さいました。
木村 ①ゴルフ同好会で優勝させてもらいました。井上先生，近藤さん，お世話になりました。

　②森先生よくおいでくださいました。
森安 誕生祝のペンありがとうございます。本日初めてスマイルを書くのに使いました。
守屋 森靖喜先生よろしく。来週の例会を欠席します。SAA に協力します。
高橋 ①私達，岡山県塗装倶楽部に表彰をいただき，ありがとうございます。　②５月28日，森

の育成事業が行われます。関係の会員の方は，よろしくお願いします。　③昨日 KSB 放
送 スーパーＪチャンネル岡山・香川ニュースの中の「東日本大震災関連」で節電対策とし
て，私共が日頃断熱塗装を手がけている事と窓ガラスの断熱塗装を開始した事が取り上げ
られました。会員の皆様も節電対策をお考えでしたら，是非ご相談下さい。

横手 ①ジャズの町ニューオリンズへ行ってまいりました。　②世界大会も楽しんでまいりまし
た。

山下（和） 森先生ようこそ。よろしくお願いします。
世良 先日のゴルフ同好会，糸島令夫人，内山隆義会員の努力のおかげで３位に入賞いたしまし

た。
世戸 先日，ゴルフ同好会５月例会において，メンバーに恵まれ，準優勝することができまし

た。丹羽先生，山下さん，舟橋先生お世話になりました。来月の例会でも連続入賞できる
よう頑張りたいと思います。

山下（貴） 森靖喜理事長をお迎えして。西大寺会陽では大変お世話になりました。白髪勇一先生，人
間ドック検診ありがとうございました。全くの健康体との診断，感謝しています。

舟橋 先日のクラブゴルフ同好会で OB 連発。みごと当日特別賞の自転車をいただきました。坪
井パスト会長，ありがとうございました。

 24件　117,100円



「転換すべき教育�―「アメリカ教育使節団報告書」は何をもたらしたか―」
学校法人森教育学園理事長

森　靖喜 様

5月26日のプログラム

　残念ながら「アメリカ教育使節団報告書」の存在を知っている日本人は少数で
ある。
　日本は，連合国に対する降伏文書に署名した昭和20年９月２日以後，７年間に
渡り連合国（GHQ）の占領下に置かれた。GHQ は「ウオー・ギルト・インフォー
メーション・プログラム（この戦争は日本が侵略行為を行ったから起こった戦争
で，責任は全て日本にある，アメリカは日本人を解放したのだ，日本は悪玉，米
国は善玉，と日本人を洗脳する計画）を実施。全ての分野で日本解体を実施した。
目的は「二度とアメリカに刃向かわない日本」を作ることでした。憲法で「武装
解除」し，教育で「精神的武装解除」を実施。この精神的武装解除の基本方針は，マッカーサーが本国政
府に派遣を要請した27名の学者・行政官によって作成された「アメリカ教育使節団報告書」にある。
　報告書の内容は，何と今現在も日本の教育制度のパラダイムとなっている。教育基本法，学校教育法，
教育委員会制度，男女共学，６・３・３・４制，地理歴史を廃止して社会科とする，ホームルーム，強制
を廃した「自由な子供中心主義教育」，国語（日本語）を廃してローマ字にせよ，である。さすがにローマ字
は実現していない。平成18年に安部内閣が「教育基本法」を改正。これ以外は全て現在も日本の教育の基
本となっている。
　戦後教育の特徴は①「自由・平等・人権・平和」を基本とした民主主義教育，②社会の最小単位を「家
族」から「個人」に置いた欧米流の「個人主義教育」にある。これは「個人の欲望」を最大限に解放する
教育である。この GHQ の政策は「大成功」した。親・教師・世間という「束縛」から解放し援助交際も許
される個人の自由，親と子，教師と児童生徒も平等，レベルを下げ教科内容を削減して結果平等を追及し
た「ゆとり教育，人権・権利は最大限要求するが義務はごめんください，自助努力を放念させた平和教育，
これは皆日本の民主主義は「12歳」と貶め，民主主義とは何かを「教えてやる」と公言したマッカーサー
の功績である。
　個人の欲望の解放から，抑制する教育への転換が日本再生の唯一の道である。東日本大震災被災者の略
奪・暴動なしの冷静な秩序ある態度は，諸外国の報道機関から絶賛されている。まだ，日本人の心の奥底
には GHQ が殲滅を図った「日本の伝統的精神」が受け継がれている事を証明した震災でもあった。日本の
伝統的精神・文化を根底にした教育への転換を図るべきである。

［参考図書］江藤淳「閉ざされた言語空間」文春文庫，櫻井よしこ「GHQ 作成の情報操作書：真相箱の呪縛を解く」，村

井実全訳「アメリカ教育使節団報告書」講談社学術文庫，中西輝政「日本人としてこれだけは知っておきたいこと」

PHP 新書　等

プロフィール
昭和16年７月21日生

学校法人森教育学園　理事長・学園長
岡山学芸館高等学校　校長
岡山学芸館清秀中学校・高等部

略歴
昭和35年　岡山県立西大寺高等学校卒業
昭和42年　明治大学 大学院修士課程政治学専攻修了
昭和43年　 金山学園高等学校（現 岡山学芸館高等学校）

教諭
昭和61年　同校 校長
平成元年　学校法人森教育学園 理事長
平成12年　岡山市教育委員，教育委員長

平成14年度　西大寺ライオンズクラブ 会長
平成18－22年　岡山県私学経営者協議会 会長
平成22年－現在まで　岡山県私学協会 会長

その他
箏曲アカデミー岡山 会長
オーストラリア・シドニーの現地法人「アイセット」
理事，等

家族
妻　美智子（本学園 参与）

趣味
ガーデニング，読書，ゴルフ



森の育成事業　社会奉仕委員会（5/28）

　平成23年５月28日（土）英田郡西粟倉村において，社会奉仕委員会の主唱で，西本会長，石井副会長ほか

16名の会員が参加，「森の育成事業」として西粟倉村の風倒木被災地に植林を行いました。

　これは，小林ガバナーの本年度方針の一つである「水と環境問題」を行動に移して取り組んだもので，

地球温暖化防止に向けた二酸化炭素（CO2）削減を目的に，環境保全の一環としての「森の育成事業」（植林）

を行ったものです。

　当日は，まず西粟倉村あわくら会館にて，西本会長より道上西粟倉村長に対し，植樹寄贈の「目録贈呈

式」を行い，そのあと小雨降る中を標高1,000m の植林場所に移動，村役場職員の協力をいただきながら，

参加者全員でブナの苗木150本の植林を行い雨にも負けず，爽やかな汗を流しました。この事業にご協力い

ただいた西粟倉村役場の皆様，ご参加いただいた会員の皆様に厚く御礼申し上げます。

　尚，植林場所は，西粟倉村の東北端部（岡山県・兵庫県・鳥取県の県境），標高1,000m 付近のダルガ峰で，

平成16年10月の台風23号による風倒木被災地。２年前からブナの植林を行っている場所ですが，この台風

は，岡山県下の森林に大きな被害を出しました。ここの森林地帯は，吉野川経由で吉井川の源流となって

います。 ［文章提供 : 社会奉仕委員長　高橋憲志］

あわくら会館前にて

西本会長挨拶 石井副会長挨拶（植樹現場にて）



6月の月間行事予定  ロータリー親睦活動月間
例 会 行 事 プ ロ グ ラ ム そ の 他 の 行 事

２日通常例会

９日特別例会
16日通常例会

23日通常例会

30日通常例会

・お祝い行事
・「イニシエーションスピーチ」山下貴司 会員
・「チャーターナイト記念特別例会」（於　アークホテル岡山）
・「イニシエーション　スピーチ」

大澤俊哉 会員・竹本　治 会員
・「題未定」

㈱山陽新聞社 代表取締役　越宗孝昌 様（岡山 RC）
・「役員退任挨拶」

２日　理事役員会

19日　ゴルフ同好会（たけべの森 C.C.）

6月の月間メニュー
２日通常例会
９日特別例会
16日通常例会
23日通常例会
30日通常例会

・（ミリオンダラーミール）シーフードピラフ，スープ，コーヒー
・「チャーターナイト記念特別例会」（於　アークホテル岡山）
・幕の内（和洋中），吸物
・国産牛ロースシャリアピンステーキ，スープ，サラダ，ライス，コーヒー
・ 牛バラ肉と季節野菜の醤油煮込み，小海老の天ぷら マヨネーズソース，クラゲの和え物，スー

プ，白御飯，ザーサイ

森のはたらき勉強会

植樹現場にて

道上村長のお礼のことば

植樹現場にて

植樹寄贈の目録贈呈

植樹現場で記念撮影


