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第２８９２回 通常例会記録

THE ROTARY CLUB OF ENGARU, AREA 4,RID2500

本 日 の プ ロ グ ラ ム

日時：2018年10月11日(木)12:30～
会場：ホテルサンシャイン２Ｆ
司会：上田 稔 ＳＡＡ⑦

夜間例会：ＪＣ 交 流 会

★開 会 点 鐘 ：遠藤 利秀 会長
★国
歌：－
★Ｒ ソ ン グ ：我等の生業
★四つのテスト：－

ライラセミナー報告

◇本日のビジター

北見ロータリークラブ

柏尾

2018年10月18日(木) 18:00～

親睦活動委員会

次 回 の プ ロ グ ラ ム

2018年10月25日(木) 12:30～

青少年奉仕委員会

典秀

君①

会長報告

遠藤 利秀 会長②
本日のプログラムはゲスト卓話です。北見ロー
タリークラブの会員であり、学校法人栗原学園理
事長であります柏尾典秀様にお越しいただきまし
た。どうぞよろしくお願いいたします。
地震の影響で9月9日から延期になり10月7日開
催する予定だったコスモスフェスタのイベントが
今度は台風25号の影響で中止になりました。2日
前までに開催を判断しなければならず難しい判断
となりましたが、お客様の安全を第一に考え中止
としました。
同時に開催予定だったロータリーデーのイベン
トも残念ながら中止になってしまいました。遠軽
信用金庫さんのご好意で作成したポスター、先週
例会終了後に会員の皆さんに準備をしていただい
たペットボトルと花の種は私の会社のほうで保管
してありますが、その使い道につきましては改め
て皆さんと相談させていただきたいと思います。
すでにお気付きの方も多いと思いますが、考え
てみますと8月9日のコスモス園の草取り作業に
始まって9月6日の職場訪問、そして今回のロー
タリーデーとことごとくイベントが中止となって
います。私は自称「晴れ男」と皆さんに宣言し、
すべてのイベントを順調に消化することが会長と
しての目標のひとつとお話ししていましたが、今
のところ全く逆の結果となっています。
この分で行くと12月、1月に行われるクリスマ
ス家族会や新年会が予定通り開催できるのか心配
本日のプログラム
になってきますが、先ずは来週の遠軽青年会議所
との交流会が無事に開催されるよう、私の力だけ
では不安ですので、皆さんにも開催できるように
念じていていただければと思います。

幹事報告 東海林 勉 幹事③

１．RI第2500地区細川ガバナーと地区大会実行
委員長より、地区大会への参加礼状。
2．同じく地区財団委員長、グローバル補助金委
員長より、グローバル補助金事業協力クラブ募
集案内。詳細は回覧文書をご確認下さい。

3．遠軽ライオンズクラブより、チャリティーパ
ーティ参加等の礼状。
4．日本赤十字社遠軽分区より、平成30年北海道
胆振東部地震災害義援金への協力依頼状。

本日のプログラム ゲスト卓話

◇卓話者紹介
藤田 禮三 君④
22年間関わっている栗原学園の理事長をお招
きしたので、私から一言お話したいと思います。
柏尾さんは平成19年に栗原学園前理事長栗原
寛隆氏の一人娘さんと結婚しました。将来は学園
の跡継ぎを覚悟したと思います。
前理事長は2年前、重病に罹ったため、柏尾さ
んは大事な仕事を投げ打って、昨年4月、副理事
長に就任、学校の内容を知ってもらい、12月、
④
寛隆氏の逝去後、理事長に就任いたしました。
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最近の職業教育について
学校法人 栗原学園 理事長

柏尾 典秀 様①

北見に来たのは2年前ですが、以前はNTTでIT
関連の研究員をしていました。その関係でアメリ
カでも仕事をしておりましたので、その時のお話
を少しさせて頂きます。
私は大学当時、英語は結構勉強したと思ってい
ましたが、アメリカでは全く通じなかった。
その時感じたことは、今後の日本の英語教育に
おいて、実際に使っている言葉を学ぶことが大事
だと痛感しました。
私の妻は大学時代、ロータリーのお世話でアメ
リカ留学でき、帰国後も勉学に励めたということ
で、この場をお借りして御礼を申しあげます。
さて、職業教育についてお話ししたいと思いま
す。職業教育というと皆さん、何だろうな？ と
思い浮かばないと思いますが、基本的には国家資
格を取ることです。国家資格を取る取らないでそ
の職業に就ける、就けないが全く変わりますの
で、そこが大きなポイントです。
まず、高等教育の現状について少しお話しをし
たいと思います。(パワーポイントと配布資料)
高等学校新規卒業者進路状況の推移ですが、昭
和50年代は約20％の大学進学率で、現在は約50
％。10年前くらいからその内60％に達するので
はないかと言われていましたが、現状は学費、地
域の問題等有り、50％でほぼ頭打ちで、就職率
は約20％です。一方、専門学校への進学率は約
20％あります。
学校基本法について、第一条では学校の規定が
書かれております(昭和22年3月31日公布)。
昭和50年7月公布の第百二十四条には、第一条
に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実
際生活に必要な能力を育成し又は教養の向上を図
ることを目的として次の各号に該当する組織的な
教育を行うもの(省略)は、専修学校とする、と規
定されています。
この｢専修学校｣が専門学校(専門課程)で、高校
卒業以上が対象です。
就職率等＝・専修学校の就職率(就職者数／卒
業者数)は、道内高等教育機関の中で抜きん出て
高い(84.6％)。 ・他の教育機関に比べて、道内
就職率の割合も高い(84.4％) ・専修学校は地域
の中核的人材育成機関として位置づけられている。

出席報告

例会日

職業教育＝資格取得＝・資格とは｢特定の専門
分野において、一定水準以上の知識・技術を備え
ていることの証明｣。
・スペシャリストの養成を目的とする専修学校で
は、就職に大きなメリットのある｢国家資格｣の取
得を目指すところが多い。
栗原学園のご紹介；
・1955年に北見簿記専門学校として創立
・高等専修学校1校、専門学校２校
□北見商科高等専修学校（入学と同時に、道立北
海道有朋高等学校に入学となり、３年課程を通
して、高等学校の卒業証書も同時に取得できる
システムとなっている(技能連携制度)。
□北見情報ビジネス専門学校（総合事務科、情報
通信科、ホテル観光ビジネス学科。上図)
□オホーツク社会福祉専門学校
(介護福祉科、こども未来学科、歯科衛生士科)
今後、専門学校に期待されることは＝
・卒業生の地元就職率(定着率)が高く、地域の人
材育成機関
・社会人の学び直し(リカレント教育)としての教
育機関
・労働人口の減少対策としての高度専門外国人材
の教育機関
今後、栗原学園としましてはオホーツク管内の
人口減少、経済など、地域の活性化について考え
ていきたいと思っています。

ニコニコ
ＢＯＸ 山田 荘一 親睦活動委員⑤
日野邦彦君 結婚記念日
張江紀代美君 誕生日
2018-19 年 度 合 計

会員 出席計算 出席者数 メイク 出席率 無断欠席
数 会 員 数
アップ

須藤順一
10月 4日 41
出席委員長⑥ 10月11日 41

38
38

5,000円
5,000円
合計 184,400 円

☆閉 会 点 鐘：遠藤 利秀 会長
☆今月会報担当：加藤幸徳委員長
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