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宇都宮廣行君、永松何奈子君（宇佐八幡RC）

会 長 の 時 間

津々良洋一会長

まずは、先週末金曜日に起こりました北陸沖を震
源とする地震により、多くの方が亡くなり、また被

海外からは大きな支援を頂いていますが、一方避
難のため海外へ流出しています。

災されましたことを心よりお見舞い申し上げたいと

われわれも、一地域でなく国の存亡に関わる一大

思います。地震国日本にとっては、来るべくして来

事という認識を持つと共に、喪に伏する意識も必要

たと言うにはあまりにも規模が大きく、そして被害

な気がいたします。こういった時に、我々奉仕団体

も甚大なものとなっています。福島原発では放射能

はどうすべきか真価を問われているような気がいた

漏れの拡散も懸念されています。何とか収束するこ

します。考えは同じ、心は一つだと思います。皆さ

とを願うばかりです。

んのお力をお借りし、力をあわせ、宇佐ロータリー

建設業界にいる人間としては、自然界の前におい
ての、人間の無力さを感じさせられます。

ＵＳＡ- ＯＩＴＡ
事務局

クラブとしての援助を致したいと思います。地区か
らも支援の要請は来ております。

第２７２０地区

宇佐ロータリークラブ

〒872-0032 大分県宇佐市大字江須賀2999番地の2 株式会社ユニックス内
ＴＥＬ．ＦＡＸ：０９７８－３８－２３７０
http://www.usa-rotary.com/

そして、姉妹クラブであるアデレイドのモリアル

厚くお礼申し上げます。この度の被害につきまして

タロータリークラブより本庄ＩＴ委員長を通じお見

は、ご存知のように東日本地域では多大な被害とな

舞いのメールが来ておりますのでご紹介いたします。 りましたが、当クラブのある大分そして九州地域に
は津波警告はありましたが、それほど影響はない状
宇佐ロータリークラブ 津々良 洋一 会長様

況です。

皆様のクラブとモリアルタは友好締結をしている

しかしながら、いまだかつてない規模の地震・津

ことから、私共は東北大地震による壊滅状態をテレ

波・そして原発事故により、被害をうけた東日本地

ビを見て、日本の皆様方に思いを馳せております。

域におきましては、多くの死者と、そして今も尚多

モリアルタ・ロータリークラブの会員たちは、宇

くの方の行方不明と、多くの方が避難者されている

佐クラブの方々すべて、およびご家族やご友人のご

状況です。日本国民のひとりとして、大変心を痛め

無事ご健康を願っております。 もしご不幸を体験

ています。17日木曜日の例会におきましては、御ク

された方があるならば、私共はその痛みを共有いた

ラブの思いを会員へお伝えすると共に、会員親族友

します。

人の被災者についても確認いたしましたが、今のと

今回の震災は皆様の在住地域で発生したのでない

ころ出ていないようです。今はこの未曾有の災害か

と承知していますが、私共の気持ちはご親族や友人

ら、日本国民のひとりとして、一日も早く立ち直れ

が被災地におられる方、および日本国の皆様全体に

るよう、心を一つにし、復興してゆきたいと思って

向っております。

います。

どうかこのメッセージを貴クラブの会員の皆様方

そして10月には、皆様との再会を楽しみにしており

にお伝えになってください。 私共の気持ちは皆様

ます。

方と共にあり、10月には喜ばしい機会のもとにお目

2011年3月19日

にかかれるのを楽しみにしております。

宇佐ロータリークラブ会長

モリアルタ・ロータリークラブ会長

津々良 洋一

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

グラハム・パッカー
後記

尚、以下返礼のメールを致しました。

幹 事 報 告

幡手一義幹事

１．来信
送信日時 : 2011年3月21日 9:49

1)ガバナー事務所より「東北地方大地震支援活動

件名 : 宇佐ロータリークラブよりお礼

並びに義援金のお願い」「ブログ開設のお知

恵美子様

らせ」

こんにちは。先日は心温まるメッセー

ジをありがとうございました。

http://ameblo.jp/ri2720/

2)ガバナー事務所より「地区大会の表彰バナー」

17日の例会の会長の時間で、津々良会長より宇佐ロ

①Ｒ財団100％「財団の友」バナー

ータリークラブの会員へ発表いたしました。

②Ｒ財団「あなたも毎年100ドルを」バナー

2720地区でも、今回の地震の被災者への義援金とそ
れを管理する人材を募っているところです。
少しでも早く復興できるとよいのですが・・・
津々良会長よりお礼のメッセージをパッカー会長へ
伝えて欲しいとのことです。
また、モリアルタロータリークラブの皆様にも、是
非よろしくお伝えください。
こうしている間にも5月が近づいてきますね。楽し
みにしています。
Rotary Club of Morialta

伸子
President Graeme Packer

この度の東日本を襲った地震災害では、いち早くご
厚情あふれるお見舞いのお言葉をいただき、心より

3)ガバナー事務所より「地区大会参加者名簿の訂
正とお詫び」；地区大会参加者へ配布
4)ロータリーの友事務所より「次年度雑誌委員長
への『友』誌送付について」
２．例会変更
中津平成RC：4月7日(木)の例会は、同日18:30～
「汐湯」に変更；花見例会の為
３．週報受理
大分キャピタルRC
４．理事会報告
なし
５．お知らせ

1)花見例会の出欠を回覧致します。

幡手一義幹事：3月15日にインターアクト生に卒業

2)豊後高田ＲＣ50周年記念式典の祝賀会出席につ

おめでとうと言って記念品をプレゼントしまし

いて料理の関係で全員登録ではありますが、

た。ロータリアンによろしくとのことです。

欠席される方は事前に知らせて欲しいとのこ

3月14日三女に赤ちゃんが生まれました。じいち

とですので、欠席回覧を致します。

ゃんになりました。

3)本日例会終了後、定例理事会を開催致します。
役員・理事の方はお残り下さい。
６．欠席連絡

廣瀬辰彦会員：東北関東地方の方々にお見舞い申し
上げます。
河村正一会員：被災者にお見舞い申し上げます。

石部幸二会員、住本徳彦会員、松永忠昭会員
山上明宣会員

佐藤憲三郎会員：被災者の方々が元気を出してくれ
ることを祈っています。

７．本日の当番

藤林鋭司会員：津々良会長、幡手幹事を始め地区大

砂山正則会員、髙橋和治会員

会に参加された方々大変お世話になりました。
末宗為十会員：大震災お見舞い申し上げます。尚先
日はお世話になりました。
藤本博和会員：東北関東大震災お見舞い申し上げま

委 員 会 報 告
◎国際奉仕委員会

藤林鋭司会員

す。髙橋先生卓話よろしくお願いします。

先ほど会長からオーストラリアからお見舞いのメ

長浦善德会員：今回の震災の中、弊社の取引先の方

ッセージがあったと報告がありましたが、１５日に

が奇跡的に助かり昨日連絡が取れました。福島

西全州ロータリークラブから私にも連絡がありまし

の相馬地区なので大変心配していました。奇跡

た。私の年度の会長の金安国さんからで、そちらの

に感謝致します。

様子はどうですか？とのことでした。私たちは大丈

本庄伸子会員：一昨日はお忙しい中ワイン愛好会に

夫ですと返事をしました。またＲＩ日本へ義援金を

御参加いただきましてありがとうございます。

送ってくれたということでしたので、ご報告します。

色々お世話になりました。次回は６月頃を考え
ています。ブログも更新しました。メールを送

◎ＩＴ委員会

本庄伸子委員長

ブログを少し更新しています。メールを皆さんに

りましたので見て下さい。
砂山正則会員：①思い出したくない年令を思い出さ

お送りしています。私たちの会社に、全国地質調査

せてくださり、精神的に年を取りました。笑い....

業協会というところから地震に関するポータルサイ

あ りが とう ござ いま し

トを立ち上げたというメールがきましたので、皆さ

た。

んに送りましたメールの中に転載しています。よか

が まま なら ず申 し訳 あ

ったら御覧ください。

り ませ ん。 暇に なり 次

②年度末の為出席

第頑張ります。

ス マ イ ル カ ― ド

ニコニコ累計

３７９，５００円

藤本博和委員長

宇都宮広行君（宇佐八幡RC）：久しぶりにおじゃ
まします。
永松何奈子君（宇佐八幡RC）：東北の地震で大変

内 部 卓 話
「修学旅行」

なことになっていますね。私の妹は東京の日赤

髙橋和治会員

で助産師をしている為、今度宮城の石巻市に災

修学旅行は、小学校、中学

害派遣チームとして出向します。元気に頑張っ

校、高等学校の教育や学校行

て一人でも多くの命、そして新しい命を助けて

事の一環として、教職員の引

ほしいと願うばかりです。

率により児童・生徒が団体行

津々良洋一会長：地区大会では参加の皆様お世話に
なりました。

動で宿泊を伴う見学・研修の
ための旅行です。

特に「宿泊を伴うこと」「行き先がある程度遠隔

主な見学地としては、東京方面では東京ドームシ

地であること」で遠足や社会見学と区別され、「宿

ティーや東京ディズニーリゾートなどのテーマパー

泊地が野営地ではないこと」で野外活動と区別され

ク、東京タワー、国会議事堂、横浜みなとみらい21、

ています。

さいたま新都心などのランドマークが多い。関西で

主に最終学年で行われるが、中学校や高等学校で

は、京都・奈良の法隆寺、薬師寺、清水寺などの寺

は2年次に行われることも多い。理由として、3年次

院や仏閣、歴史的建造物が挙げられます。また、近

には入学・入社試験など進路に関わる行事が控えて

年ではユニバーサル・スタジオ・ジャパンの開業も

いるためです。

あり、大阪へ行く学校や阪神大震災の被災地であっ

最近の私立高校(特に中高一貫の進学校)では、1
年次に行う高校まで出てきています。教育課程の上
では、特別活動の1つの学校行事の中に位置づけら
れている。

た神戸に防災目的として行く学校も増えてきていま
す。
さらに私立の中学校では、航空機を利用して北海
道や沖縄に行くケースや船で韓国に行っている学校
も近年は多くなっています。

修学旅行の由来

高等学校

日本における修学旅行は、1882年(明治15年)に栃

東京や近畿が長く主流であったが、近年は、自然

木県第一中学校(現・栃木県立宇都宮高等学校)の生

体験や太平洋戦争の追体験を目的として、北海道・

徒たちが教員に引率され、東京・上野で開かれた

広島・長崎・沖縄などを目的地として選択する学校

「第2回勧業博覧会」を見学したことが、日本での

が多い。また、九州などのほとんど雪の降らない地

「学生・生徒の修学旅行」の始まりと言われていま

方では、体験学習としてスキーを実施している学校

す。

もあります。

1886年(明治19年)には、東京高等師範学校(現・筑

1990年代以降、日本国内だけでなく、ハワイ、ア

波大学)が「長途遠足」の名で11日間のものを実施

メリカ西海岸、イギリス、韓国、中国、オーストラ

した記録があります。

リア、ニュージランドなどの日本国外への修学旅行

太平洋戦争後は、1946年(昭和21年)には大阪市立

も増えています。

東高等女学校が阿蘇への修学旅行を再開したのが始
まりとされている。本格的に再開されたのは1950年

近年の意義を問う声と、廃止した例

代に入ってからです。また、1970年～1980年頃まで

かつて、一般庶民の所得が低かった頃は、なかな

は、現在のように交通機関が多様化していなかった

か遠方への家族旅行へ行く機会も持てなかったため、

ためにもっぱら鉄道が修学旅行に使われたので、あ

修学旅行によって見聞を広めてもらうことが修学旅

らかじめ専用列車の時刻を決めておき、何校かの修

行の大きな目的とされていました。

学旅行輸送を一括して請け負う修学旅行専用列車の
設定も見られました。

しかし、現在では所得が向上し、遠方へ旅行に行
く家庭が多くなってきたことから、修学旅行の存在

その後、私立高校においては1970年代後半以降、

意義を問う声もある。加えて目の前に差し迫った進

公立高校においても1990年代後半以降は、航空機の

学や就職にマイナスになると言うことを心配する声

利用が主流となり、私立高校では海外を行き先に選

から、修学旅行を廃止した例もあります。

ぶ学校も1980年代後半以降多くなってきました。

修学旅行を廃止した学校としては、函館ラサール
高等学校、宮城県仙台第二高等学校、茨城県立土浦

日本の主な修学旅行先

第一高等学校、武蔵高等学校、早稲田大学高等学院

小学校

などが挙げられます。

その地方から比較的近い観光地への修学旅行が主

だが、短い学生時代に友人たちと一緒に昼夜を過

流である。集団での入浴を目的として温泉のある地

ごすことの意義、集団行動の経験などを通し、「多

域を選ぶ場合が多いです。

感な世代の人間形成に重要」などの見地から、学校

中学校

関係者、生徒、保護者のいずれも今のところ修学旅

北日本の学校は東日本、東日本の学校は西日本へ、 行に肯定的な見方をする者の方が多く、修学旅行そ
西日本の学校は東日本へ行く場合が多いです。

のものを廃止した学校は数少ない。

修学旅行の返上

下郷小学校

体育会系のクラブに所属している生徒が、クラブ

2泊3日 雲仙､長崎散策

バス

2泊3日 雲仙､長崎散策

バス

全体で練習や試合を優先させるために修学旅行を欠

長峰小学校

1泊2日 長崎､福岡野球観戦

バス

席せざるを得ない場合があります。

駅川中学

2泊3日 奈良､京都散策､大阪

新幹線、航空機

2泊3日 奈良､京都散策､大阪

新幹線、航空機

4泊5日 ソウル､江原道､

航空機、バス

特に、高校野球などの全国大会ないしはそれにつ
ながる大会を控えている場合よくある。

柳ヶ浦高校

学校交流､慶州､釜山

修学旅行の引率経験------------２５回
中学校、高等学校の修学旅行の往復路の交通機関
は、修学旅行専用列車からフェリー、新幹線、航空
機と時代と共に変わってきています。また、当地で
の観光はバス見学の場合は以前と同様のガイド説明
があるが、当地での観光は生徒自身の散策を通して
の自主研修が主体となってきています。そして、体
験活動としては、物の製作体験、漁師体験、農業体
験、食体験、他校生との交流、スキー、スケート、
座禅などが組み込まれています。

4泊5日 ソウル､江原道､
学校交流､慶州､釜山
4泊5日 ソウル､江原道､

目的地、往復の乗り物をあげています。今から20数

4泊5日 ソウル､江原道､

名所・旧跡の見学場所や乗り物等の綿密な計画を立
て、散策自主研修を行っています。
安全面においては、数カ所のチェックポイント設
けるとともに、班1個の携帯電話を持参させている。
小学生の場合は、班ごとに教師を配置しているが児
童主体で散策を行っています。
私の修学旅行引率経験
(小学校 5回、中学校 12回、高等学校 8回)
学校名

宿泊数

目的地

往復の乗り物

中津高校

5泊6日 東京都内､日光

汽車

中津中学

4泊5日 大阪､奈良､京都

汽車

佐伯彦陽中学 4泊5日 大阪､奈良､京都

汽車

4泊5日 大阪､奈良､京都

汽車

深耶馬溪中学 4泊5日 奈良､京都

フェリー(別府)

4泊5日 奈良､京都

フェリー(別府)

4泊5日 奈良､京都

フェリー(別府)

4泊5日 奈良､京都､鈴鹿

フェリー(門司)

槻木中学

4泊5日 奈良､京都､鈴鹿

フェリー(門司)

耶馬溪中学

4泊5日 奈良､京都散策

フェリー(門司)

4泊5日 奈良､京都散策

フェリー(門司)

2泊3日 雲仙､長崎散策

バス

2泊3日 雲仙､長崎散策

バス

耶馬溪中学

山移小学校

航空機、バス

学校交流､慶州､釜山
4泊5日 ソウル､江原道､

航空機、バス

学校交流､慶州､ソウル KTX
4泊5日 ソウル､太田､慶州､

3泊4日 白老､ニセコ､小樽､
札幌､千歳

年前までは、バスガイドの引率で観光地を見学して
いたが、その後は、児童・生徒が班ごとに当地での

航空機、バス

学校交流､慶州､釜山

ソウル

下記は、私が修学旅行に引率した学校の宿泊数、

航空機、バス

韓国修学旅行（柳ヶ浦高校）

航空機、バス
KTX
航空機、バス

出 席 報 告
北海道修学旅行

出口幸太郎委員長

第2148回（3月17日）
会 員 総 数

29名

（内出席免除）
出

席

0名

数

22名

（ 内 事 前 M U）

2名

欠

席

数

7名

出

席

率

７５．８６％

事前ＭＵ
石部幸二会員、是永潤一会員（地区大会）
欠席者
河野千佐子会員、新開洋一会員、住本憲彦会員
中村明美会員、松永忠昭会員、山上明宣会員
米澤哲也会員
※出席率の更正
◎3月10日の出席率は2名のメークアップ
により72.41％→７５．８６％に更正
事後MU
本庄伸子会員（地区大会）
米澤哲也会員（宇佐八幡RC）

点鐘

発行

平成２３年３月２４日

