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会 長 挨 拶
会長　中村　徳裕

　本日も、寒い中多数ご出席
いただきありがとうございま
す。今回は久しぶりに多くの
ご来訪者をお迎えしての例会
となりました。
　まず、卓話をいただく長崎県立佐世保南
高等学校校長の古賀巖先生です。皆様には、
同性同名のパスト会長古賀巖さんの存在が
印象的だと思いますが、私も古賀先輩も、
佐世保南高校の卒業生であり、現在そのOB
会である柏葉会の役員も務めています。た
だし、コロナ対策で学校行事に参加する機
会がなく、柏葉会専務理事の私も、本日が
初対面でのご挨拶をいたしました。驚いた
ことに、古賀巖先生は、15年ほど前には佐
世保北高校の学年主任を務めておられ、そ
の当時私の長男がお世話になった恩師であ
ることが分かりました。本日は、「教育の現
状と佐南の新学科」というテーマで卓話を
いただきます。皆様とともに学ばせていた
だきたいと思います。
　そして、今回は第5グループガバナー補佐
安部重幸さん、そして第6グループガバナー
補佐橋口佳周さんをはじめ、2023年2月23
日に開催予定のIM（インターシティミー
ティング）のキャラバンとして、総勢6名の
皆様がメークアップにお越しいただいてお
ります。第5グループには私たち佐世保RC
と、佐世保西RＣ、平戸ＲＣ、北松浦ＲＣ、

松浦RＣの5つのクラブ、そして第6グルー
プには、佐世保南RC、佐世保東RC、佐世
保北RC、佐世保中央RC、佐世保東南RC、
ハウステンボス佐世保RCの6つのクラブと、
合計11のクラブが近隣クラブとして存在し
ています。
　コロナでなかなかこのような交流の機会
がありませんでしたが、ロータリークラブ
会員にとって、今回のIMは友情を深め、交
流の機会を拡大する大きなチャンスになる
と思います。ぜひ、今回のキャラバンを通
して、多くの佐世保RＣ会員のみなさまとと
もに、出席して楽しみたいと期待しており
ます。
　それでは、本日の例会が充実したものに
なることを祈念してご挨拶といたします。

例 会 記 録
◯ロータリーソング「四つのテスト」
◯卓話者
　長崎県立佐世保南高等学校
	 校長　古賀　　巖	様
◯ゲスト
　平戸RC　第5グループガバナー補佐
　	 安部　重幸	さん
◯ビジター
　平戸RC　	 会長　松永いづみ	さん
　佐世保中央RC　第6グループガバナー補佐
	 橋口　佳周	さん
　	 パスト会長　牛島　義亮	さん

《本　　日》会員数 74名（出席規定免除 24名）・出席 43名・欠席 31名・（免除者欠席 16名）・ビジター 6 名・出席率 58.10 ％

《11月30日》会員数 74名（出席規定免除 24名）・出席 42名・欠席 32名・（免除者欠席 15名）・メークアップ 2 名・修正出席率 74.57 ％
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　IM実行委員長　会長エレクト
	 馬場　貴博	さん
　IMキャラバン隊　隊長	 馬渡　圭一	さん

幹 事 報 告
幹事　福田　金吾

1.国際ロータリー理事	 佐藤　芳郎	さん
　日本人親善朝食会実行委員会
	 岡山南RC　福川　修介	さん
　メルボルン国際大会日本人親善朝食会に
関するお願い
　◦チラシ配布

2.第2740地区上村春甫ガバナー事務所
	 地区幹事　山下　雄司	さん
　年末年始休業のお知らせ
　12月29日㈭〜1月4日㈬

3.第2740地区ガバナーエレクト
　	 緒方　信行	さん
　年末年始休業のお知らせ
　12月28日㈬〜1月4日㈬

4.佐賀ロータリークラブ
	 　会長　福岡　　桂	さん
　創立70周年記念式典並びに祝賀会のご案内
　日時：2023年2月25日㈯
　　　　式典 午前11時より
　　　　祝宴 正午より午後2時
　場所：ホテルニューオータニ佐賀

5.長崎中央ロータリークラブ
	 会長　岡村　展成	さん
　	 IA年次大会実行委員長　今村　建夫	さん
　インターアクト年次大会報告書並びに記
念品送付のご案内

6.公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
　ハイライトよねやま273号 2022年12月13日発行

7.比国育英会　バギオ基金
	 会長　淺田　豊久	さん

　2021年度事業報告書の送付と基金へのご
寄付のお願い

ガバナー補佐挨拶
第5グループガバナー補佐

安部　重幸	さん（平戸RC）
　今日は私にとって初めての
クラブ訪問です。本来ならク
ラブ協議会の時訪問するので
すがコロナ禍でクラブが休会
でしたので訪問できませんで
した。公式訪問も8月17日にホテルフラッグ
ス九十九島での会長・幹事懇談会に変えさ
せていただきました。今日は地区大会参加
のお礼と来年2月23日に行われるIMの参加
のお願いに参りました。
　まずは11月25日・26日の地区大会、会長・
幹事さんには25日にロータリー研修セミナ
ーとRI会長代理歓迎晩餐会に参加していた
だきありがとうございました。また、26日
地区大会本会議には中村会長さんはじめ、
たくさんの会員に参加していただきありが
とうございました。池上　彰さんの「ニュ
ースから世界を見る」はタイムリーな講演
で感染症が歴史を作るという内容で大変よ
かったと思いました。上村ガバナーも無事
成功裏に地区大会が終わってうれしく思っ
ておられることと思います。
　また、来年2月23日ロータリー創立記念日
に第5グループ・第6グループでIMを開催し
ます。ホストクラブは佐世保中央クラブで
す。こちらの方にも多数の参加をよろしく
お願いします。

第6グループガバナー補佐
橋口　佳周	さん（佐世保中央RC）

　皆様こんにちは、私は、今年度第6グルー
プのガバナー補佐を務めさせていただいて
おります、佐世保中央ロータリークラブの
橋口佳周と申します。
　本日は、例会の貴重な時間をいただきあ
りがとうございます。
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　さて、本年度第5・第6グループ共同でIM
を開きたいと第5グループの安部ガバナー補
佐にお願いをいたしましたところ快くご賛
同をいただきました。
　ホストクラブには、私が所属いたしてお
ります佐世保中央ロータリークラブにして
いただくお願いも併せてご賛同いただきま
した。
　コロナ禍の中、ここ2〜3年は思うような
ロータリー活動がどこのクラブでもできな
かった事と思います。自クラブでの活動は
勿論、近隣他クラブとの合同での活動もま
まならない状況でございました。
　例えば、メークアップをしようにも例会
自体が休会になっていたりしました。
　又、この数年の間に、規定審議会での大
幅な改定等でロータリー独自の職業奉仕に
関する規定等ロータリーはどこへ行くのだ
ろうと感じるようになりました。
　そこで、今回のIMのテーマは「不易流
行」・・・ロータリーはどこへ　といたしま
した、伝統を重んじつつも、新しい試みを
試すことも大事な事だと思います。
　1923年のRIセントルイス大会で決議23-3
が採択されてから、ちょうど100年目のロー
タリー創立記念日の2月23日㈭祝日にこのよ
うなことを、をクラブ目線で近隣のクラブ
の方々と話し合い、交流を温め合う事も重
要ではないかと考えております。
　皆様お忙しい中でございましょうが、是
非ご賛同をいただき、多数の方のご登録ご
来場を御願い申上げます。
　IMの内容につきましては、実行委員会の
方よりご案内申し上げます。

その他の報告
	 IM	キャラバン隊	さん

ニコニコボックス
親睦活動委員会　米倉洋一郎

中村　徳裕 会長、福田　金吾 幹事
古賀　　巖 さん、大久保利博 さん
橘髙　克和 さん、増本　一也 さん
福田　金治 さん、芹野　隆英 さん
大神　吉史 さん、長富　正博 さん
納所　佳民 さん
　安部重幸第5グループガバナー補佐、橋口
佳周第6グループガバナー補佐、平戸RC松
永いずみ会長、佐世保中央RC	IMキャラバ
ン隊の皆さまのご来訪を歓迎してニコニコ
します。

平戸RC　第5グループガバナー補佐
安部　重幸 さん
　地区大会参加のお礼と2月23日に行われる
IMへ参加のお願いにお邪魔させていただき
ます。

平戸RC　会長　松永いづみ さん
　本日はお世話になります。

佐世保中央RC　第6グループガバナー補佐
橋口　佳周 さん
　本日は、2023年2月23日に開催いたしま
す、第5・第6グループ合同で行いますIMの
キャラバンでお伺いいたしました。
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　例会の貴重なお時間をいただきまして誠
にありがとうございます。
　ロータリーの創立記念日の2月23日に開催
いたしますので多数のご出席をお待ちして
おります。何卒よろしくお願い申し上げま
す。

佐世保中央RC　牛島　義亮 さん
　今日は、佐世保中央RCより3年以上ぶり
になるメークアップです。今回第5グループ、
第6グループで共同開催予定のIMのキャラ
バン隊の一員として参加依頼のお願いに参
りました。前回当クラブが主管した2011年
のIMは東日本大震災の復興をテーマとして
多くの会員に参加して頂き、支援を呼びか
けた事を思い出します。今回はコロナ禍の
なかでのロータリー活動を皆で考えるテー
マになっており、この3年間閉ざされていた
ロータリー間での交流を再び始めるきっか
けになればと思っています。同級生パスト
会長石井君、岡田君是非、ご支援宜しくお
願いします。そして特に地区幹事も経験さ
れた増本君、強いバックアップ期待してお
ります。それとJC後輩のパスト会長さんた
ちも協力宜しくお願いします。

佐世保中央RC　馬場　貴博 さん
　本日は貴重な例会の時間にIMのキャラバ
ンのお時間を頂きありがとうございます。
　皆様のご参加宜しくお願い致します。

佐世保中央RC　馬渡　圭一 さん
　皆様、本日はIMのキャラバンでおじゃま
しました。
　どうぞよろしくお願いいたします。

中村　徳裕 会長、福田　金吾 幹事
福田　金治 さん、庭木　香充 さん
松本　祐明 さん、増本　一也 さん
陣内　純英 さん、船越　　温 さん
芹野　隆英 さん
　佐世保南高等学校校長の古賀巖様の卓話
に期待してニコニコします。

古賀　　巖 さん
　首を長くして、本日の佐世保南校校長「古
賀　巖」様の卓話を楽しみにしていました。
　佐世保ロータリークラブ会員で佐世保南
校同窓会「柏葉会」監事の「古賀　巖」です。

◇
ニコニコボックス	 本日合計	 34,000円
	 累　　計	 532,000円

卓　　　　話
「教育の現状と佐南の新学科

　～今、求められる人材育成とは～」

長崎県立佐世保南高等学校
校長　古賀　　巖	様

　今、教育界は大きな変換点
に来ているといわれていま
す。そのなかで特に高校に関
係の深いものを４つご紹介し
たいと思います。
①大学入試
　昨年から大学入試センター試験が大学入
学共通テストに代わりました。各教科とも
出題内容が大きく変わり、覚えていれば解
答できる問題が少なくなり、多くの情報を
処理して答える問題が増えています。つま
り読解力、データの処理能力、思考力など
が重視されるようになってきたといえます。
②情報
　情報という教科が大学入試に加わったこ
とです。これまでも情報という教科はあり
ましたが、ソフトの使い方や情報モラルな
どが中心で大学入試に関係しない科目でし
た。しかし今の高校1年からはプログラミン
グや言語、デジタルの仕組みまで学習し、
大学入試の教科として入ってきます。
③評価
　すでに義務教育では行っていますが、高
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校でも観点別評価に変わります。簡単に説
明しますと、これまで中間考査や期末考査
が中心で決まっていた成績が、知識・技能、
思考・判断・表現、主体的に学習に取り組
む態度の三観点で評価するため、考査だけ
でなく、課題や授業、小テストなどを用いて、
AAA、BAB、CBBなどアルファベットでの
評価となります。
④中学の部活動
　高校ではないですが、令和7年度までに土
日の部活動の地域移行が進められます。つ
まり部活動は学校単位ではなく、学校の枠
を超えて地域クラブとして実施するように
なるのです。しかし、場所や指導者の確保、
費用の増加、大会への参加資格など解決す
べき問題はたくさん残っているのが現状で
す。
　このように、教育の現場の大きな変化は、
今、求められる力の変化が主な要因です。
それは、「生きる力」をキーワードとしてい
ます。先の読めない社会、正解の無い問い
のなかで、いかに考え、協働して、活躍し
ていくのか。これまでの知識はもちろんの
こと、社会に出たときに必要な力の基礎を
つけることが今の学校に求められているの
です。
　そこで来年度から佐世保南高に「文理探
究科」を2クラス（定員80名）新設します。
基本的な生活は普通科と同様ですが、授業
はもちろんのこと、＋αのプログラムで、
探究心を育てる学習を実践します。筑波や
東京での研修旅行や世界遺産研修、海外ネ
イティブとのオンライン英会話、海外研修
旅行、様々な研究発表など文理を問わず、
生徒の興味・関心を刺激するプログラムを
計画しています。先に述べたように、これ
から求められる力はこれまでの学力とは
違った力が必要とされます。佐世保南高校
はこれからも生徒たちのため、地域の皆様
の協力を得ながら進み続けようと思ってい
ます。よろしくお願いします。
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クラブ会報・広報委員会 委 員 長：吉田　英樹　　委　員： 船越　　温・中村　真弥
副委員長：中島　　顕　　 　　　　大塚　隆夫・庭木　香充

＊今後の例会予定＊	
12月21日	 佐世保工業高等専門学校
	 准教授　入江　英也	様
　　28日	 ─指定休会─
 1月 4日	 ─指定休会─
　　11日	 クラブ協議会
　　18日	 佐世保観光コンベンション協会
	 事務局長　蓮田　　尚	様
　　25日	 親子いこいの広場もくもく
	 代表　数山　有里	様

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊
未定

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
日　時／2022年12月16日㈮　18：00点鐘
場　所／長崎国際大学
登録料／1,000円

＊	西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されますと、	
メークアップにもなりますのでご活用ください。
＊	RACへご出席される方はお食事の要・不要の確認をい
たしますので、事務局までお知らせください。

（今週の担当：吉田　英樹）
（カメラ担当：庭木　香充）

卓話者プロフィール
生年月日　昭和39年12月30日
出 身 地　長崎県西海市
勤 務 先　長崎県立佐世保南高等学校
役 職 名　校長
連 絡 先　〒857-1151
　　　　　佐世保市日宇町2526番地
　　　　　0956-31-4373
略　　歴　教諭：S62〜壱岐高校
　　　　　　　　H6〜佐世保北高校
　　　　　　　　H19〜長崎西高校
　　　　　教頭：H26〜上五島高校
　　　　　　　　H30〜長崎北陽台高校
　　　　　校長：R2〜上五島高校
　　　　　　　　R4〜佐世保南高校
趣　　味　テニス（硬式、軟式）


