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ω13年度鉢ど黒 島 一 生

本日のプログラム

「函館大学RACと の交流夜間例会」

於 面館ビヤホール ローターアクト委員会

次週のプログラム 10月 2日 (火 )

「全国城下町シンポジウム函館大会を終えて」
社団法人 函館青年会議所 理事長 西村  有 人 氏

第2678回例会 2012年 9月 18日 (火)天候 晴
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●例会場/ホ テル函館ロイヤル T〕Ⅸ0138)268181(代 )

●例会日/毎週火曜日 12:30～ 13:30

●事務所/ニ チロビル4F TEL(0138)233870nヽ X(o138)22‐ 2251
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■□―タリーソング 奉仕の理想

■司 会 黒島 一生 会長

■ゲス ト

学校法人清尚学院理事長 土家 康宏 氏

(五稜郭RC)
■ビジター

函館RC 加藤 健太郎 氏

■会長報告
1、 理事会報告

①10月 23日 移動例会について時間の変更を承認

②七飯RC観月会について参カロ者 1名 につき会費
2,000円 補助すること承認

③会員のお見舞いについて新保会員入院されたため

お見舞いと、出席規定免除を承認

■委員会報告
1、 社会奉仕委員会 :函館市文学館見学のご参加あ

りがとうございました。

■幹事報告
1、 ロータリー国際大会・ リスボンのご案内が届い

ておりますので回覧ください。
2、 次週例会は夜間例会へ変更しております。函館
ビヤホール 18時点鐘です。
3、 青森東RC、 長崎東RCよ り会報が届いており

ますので回覧願います。
4、 F患にてご案内いたしましたが、10月 23日 竹田食
品工場の見学をいたします。12時45分当ホテルより
バスにて移動しますので、昼食は事前に各自お済ま

せください。見学終了後ロイヤルホテルの食事券を

お渡しいたします。

「学校教育現場から
思うこと」

清尚学院高等学校 校長

五稜郭ロータリークラブ

土家 康宏 氏

皆様の貴重な時間をさいてこ

のような機会を与えていただき

うれしく思っております。

平素は大変お世話になってお

り、この席をか りまして厚くお礼を申しあげます。
ロータリーの新世代月間の卓話なので本校の特色

教育や教育現場からふだん感 じていることをお話 し

させていただきます。

本校の調理、製菓の実習授業風景をパワーポイン

トで説明いたします。

製菓衛生師科については全 日制の高校で、東 日本

唯―の厚生労働大臣指定の製菓衛生師養成施設 とし

て平成21年4月 に開設 しました。卒業時には全員国会

資格である「製菓衛生師」になるための受験資格を

取得 します。

製菓実習は 3年間で約 400時 間、経験豊かなプ

ロのパティシエの先生が全時間指導 してお ります。

調理科については高校に調理科がある一それだけ

でユニークです。 しかも高校卒業資格 と共に調理師

の資格を全員取得 します。

特別調理実習では外国人講師やプロの先生が指導

します。専門科 目は 3年間で 960時 間の授業とな

ります。

両科 とも高校ですから普通教科の勉強もあり生徒

は忙 しい毎 日を生々とすごしてお ります。

男女共学制については平成21年度から女子高から

男女共学制を製菓衛生師科新設 とともにスター トし

てお ります。

私学の教育経営は平成24年度の北海道内私立高校

の生徒数は29,743人 (約3万人)平成のピークであっ

た平成2年度53,535人 に比べ23,792人、444%減少 し

ています。道教委の中学校卒業者の推計は、平成30

年度までに4,300人減少 としています。

私学はこれからますます厳 しい教育経営状況を迎

えます。一少子化、他の原因。

本校の特色教育、文化講演会、作家井上靖先生の

「雲生まれる函館」を紹介 します。

雲生まれる函館

井上 靖

私は地方へ旅行 して自分の知 らない初めての街ヘ

行 くと大抵、城跡 とか丘とかあるいはビルの屋上な

ど、その街を一望のもとに俯欧できる場所へ行つて、

そこから街全体をながめおろすことにしている。街

全体のたたずまいを目に収めることが一番その街を
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理解する早道であると信 じているからである。 日本

においてばか りでなくヨーロッパ旅行の時も私はい

つもそのようにして知 らない街々を理解 した。丘陵
の街であるとか斜面の街であるとか森の街であると

か、あるいは川の流れの美 しい街だとか、そ うした

ことは街全体を俯厳する以外つかむことはできない。
いきな り街の盛 り場や裏通 りや名所旧跡などへ行っ

てそこを歩き回つてもその街の性格 といつたものに

触れることはできない。街全体のたたずまいの美 し

い街は例外なく必ずいい街である。街のたたずまい

の中にその街の性格ははっきりと映 しだされている

ものである。

函館の街は日本で一番その全景の美 しい街である。

街は両側を海ではさまれた窮屈な地形の中に作 られ

ているが、それでいてせせこましい感 じは微塵もな
い。両側から絶えず潮に洗われている街 としての清

らかさがこの街の表情を特殊なものにしている。

サンフランシスコがちょっと函館に似てお り、や

は り欧米の都市の中で最も美 しい街の一つとして知

られている。函館の街へ初めて行ったときは、私は

両側を潮で洗われている街の中で毎夜のように眠る

市民をほんとうに′しから羨ましいと思った。

サンフランシスコは坂の街であるが函館の街は一

枚の板のような平らな地盤の上に作られている。家々

はぎつしりそこに詰まっているが、それでいていつ

潮にや られてしま うかも知れないといった危 うさは

少 しも感 じられない。街は不思議な安定 した表情を

持つている。それから半島の突端部からながめると

街の背景をなす低い山脈がほどよい遠 さで置かれて

ありその山脈の上に広い空がいつも雲をいっぱいば

らまいて広がっている。山脈が近かったらこうした

明るいのびやかさはないだろうが山脈の遠 さが実は

ほどよい感 じである。

函館はまた雲が美 しく見える街である。

雲が美 しく見える街 とい うものは、そ うたくさんは

ない。雲 と海 と遠い山脈で構成 されたこの平たい街
が私は好きである。函館は啄本の歌で知 られている

が啄木 とい う青春歌人がいちばんわかるのは、この

街の上を踏んだ時だと思 う。
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昭和技芸学校として誕生

函館昭和女子高等技芸学校

(文部大臣認可 旧制中等学校に昇格 )

函館昭和技芸高等学校に転換

校名を「函館昭和女子学園高等学校J

に改称

校名を「清尚学院高等学校J改称

昭和23年 4月

昭和44年 11月

平成15年 4月

◆施設

、
▲製菓実習室 [新校舎2F]
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コンピュータ室

[新校舎 lF]▼

カフェラウンジ

[新校舎2F]

■ニコニコボックス

黒島会長、佐藤真―幹事 清尚学院 土家理事長様本日は

よろしくお願いします。

宮崎徳三郎会員 暑いから気をつけましょう。

松山会員 亀田人幡宮みこし渡御無事終わらせていただき

ました。ご協力いただいた皆様ありがとうございました。

佐藤美子会員 先日の函館市文学館、多数のご参加ありが

とうございました。

東京海上日動火災保陶い代理店

い今丼保険事務所
今丼 義憲 会員 昭和2-3412電話41-7252

原会員 黒島会長にお世話になりました。

宮崎あけみ会員 先週の社会奉仕委員会への多数の御出席

ありがとうございました。

■広告料

函館熱水機器管理閣 五十嵐正会員

■出席報告

・ 9月 18日 (火)45名 中出席 29名 (免 除1名 )

・ 9月 4日 (火)7778%

池垣信一税理士事務所
池垣 信一 会員

本町31-8 電話 51-3232


