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司  会  親睦活動委員 小泉 哲也            

点  鐘  会長      石原 勇介    

ソ ン グ 「君が代」「奉仕の理想」 

唱  話 「四つのテスト」 

 

 皆様、お忙しい中、ご参加いただきありがとう

ございます 

 前回（１０月２０日）の例会では、国際ロータ

リー第２５７０地区村田貴紀ガバナー及び山崎一

吉第２グループガバナー補佐と地区幹事をお迎え

し公式訪問が執り行いました。 

現在の地区の現状や村田ガバナーの思いが共有で

きた大変有意義な例会になったと存じます。 

皆様におかれましてもお忙しい中、ご参加いただ

きありがとうございました。改めて感謝の意を表 

会長の時間 会長 石原 勇介  

します。 

 そして、本日は待ちに待った岡本比呂志会員の

卓話を頂きます。 

スケジュールの都合で延期続きになりましたが皆

様も楽しみにされていたと思います。 

どうぞ宜しくお願い致します。 

 

１、１１月のロータリーレート １ドル⇒１４８円 

１、地区事務所より９件受信  

１）公式訪問開催のお礼状 

２）米山記念奨学委員会クリスマスの案内 

  日時：１２月４日（日）１７時 

  場所：アルカーサル迎賓館川越 

 ３）ポリオ根絶への支援お礼 

 ４）２０２２年「手続要覧」印刷冊子 分譲の案内 

幹事報告 副幹事 神谷 浩一 



 

 ５）ＲＩ会長メッセージ及び手続要覧（ＲＩ定

款・細則 標準ロータリークラブ定款 推

奨クラブ細則）について 

 ６）地区ホームページ公開案内及びアカウント

登録の件  https://rid2570.org/ 

７）２０２１-２２年度「地区会計」書面採択の結  

  果発表 ＊承認されました。 

 ８）「第２０回記念ロータリー全国囲碁大会」

結果速報 

９）バギオだより９３号及び 

  第４４回バギオ訪問３泊４日のお知らせ 

期間：２０２３年２月９日（木）～１２日（日） 

＊参加希望者は事務局までご連絡下さい。 

１、第２グループ第４回会長幹事会のお知らせ 

  日時：１１月１０日（木）１８時 

  場所：朝霞市産業文化センター ３F会議室 

１、令和４年冬の交通事故防止運動の実施の案内 

日時：１２月１日（木）１０時 

  場所：カインズ新座店 

１、志木・朝霞キャロット 各ロータリークラブ 

  より例会の案内拝受 

１、志木ロータリークラブよりクラブ会報拝受 

１、新座ボーイスカウト・ガールスカウト中央育 

  成会より賛助金のお礼状及び領収書受信 

 

米山寄付金・R財団寄付金ご協力のお願い 

１１月はＲ財団月間です。宜しくお願いします。   

 米 山寄付金：１０，０００円 

 Ｒ財団寄付金：100ドル（１４，８００円） 

委員会報告 

国際奉仕委員会     委員 小泉 哲也 

 

「１１月度会員親睦委員会」のお知らせ 

日時：１１月１７日（木）１９時～ 

場所：ベルセゾン１F「吉祥」  

 会費：５，０００円 

細沼直泰会員の入会式もございます。感染症防

止対策を取り楽しみましょう。会員の皆様奮って

ご参加下さい。 

親睦活動委員会    委員 小泉 哲也      

今月のお祝い 

 

会員誕生月：大塚 誠一・出浦 惠子 各会員 

夫人誕生月：神谷 億文 会員夫人 

結婚記念月：松岡 昌宏・岡野 元昭・宮川 勝平 

神谷 浩一・神谷 稔 ・髙𫞎 遼太     

             各会員 

「大塚誠一会員お誕生月おめでとうございます」 

 
親睦活動委員会     委員 森 克巳      

石原勇 介会員 前回 ガバナー公式訪問にご参

加頂きありがとうございました。本日は岡本会員

の卓話です。どうぞよろしくお願い致します。 

岡本比呂志会員 本日は久し振りに卓話をさせて

頂きます。宜しくお願いします。 

大塚 誠一会員 誕生月です。岡本会員、卓話楽 

スマイル報告 



 

しみにしていました。 

宮川 勝平会員 誕生月です。岡本会員、卓話楽

しみです。 

神谷  稔 会員・岡野 元昭会員・増渕 和夫会員

並木  傑 会員・森田 輝雄会員・神谷 浩一会員 

小泉 哲也会員・森   克 巳会員  

『岡本会員、卓話楽しみにしておりました』 

 

１、ロータリーとは何か 

 ―ロータリーは成人教育の最も優れた実験場で

ある 

 ―ロータリーの第一の目的は親睦と奉仕を通じ

て人を育てることである 

 ―クラブの価値は、そのクラブがいかなる人材

を育てたかによって計られる。それ以外の何

があるであろうか 

   （１９７４～１９７５ ＲＩ会長 ウィリアム・ロビンス） 
     

２、私の職業、仕事の紹介 ＊学園紹介パンフレット参照 

＜学園とグループ会社の経営＞ 

 ・１９８７年 学校法人中央情報学園設立 

        中央情報専門学校開校 

 ・１９９６年 ホープ株式会社設立 

        （Ｗｅｂシステム開発・運用） 

 ・２００５年 株式会社イーシティ埼玉設立 

        （インターネット情報） 

 ・２０１１年 早稲田文理専門学校開校 

＜学園の経営理念＞ 

 「未来を創る  ～未来をデザインし、社会の

イノベーションに寄与する」 

会員卓話   

 研修リーダー        岡本比呂志   

＜学園の教育理念＞ 

 「２１世紀の日本と世界で、新しいビジネスに

挑むクリエイティブで社会に役立つ人材を育

成する（ＩＴ、ＡＩ、ビジネス、起業）」 

３、人間の創造力とは何か 

 ＊参考資料「人間の創造力とリベラルアーツ」 
    

 ＊以下 埼玉大学工学部情報システム学科 

  『情報と職業』講義概要 (２０２２年７月１５日)             

 

「人間の創造力とリベラルアーツ」 

１、埼玉大学での講義 

  第１回（２００７年）～第１４回（２０２２年） 

２、日本と世界（時代認識） 

・米中対立、ウクライナ戦争、民主主義と権威主義 

・食料・資源・環境・気候・貧困・移民 

・南北格差・民族宗教紛争・人口等の問題 

・産業社会から知識創造社会へ 

３、イノベーションとデザイン思考 

・ヨーゼフ・シュンペーター（１８８３～１９５０）のイ  

 ノベーション論 

・クレイトン・クリステンセン（１９５２～２０２０）の 

 「イノベーションを起こす能力」 

 →勇気、質問力、観察力、ネットワーク力、実 

  験力、関連づけ思考 

 →革新的なビジネスアイデア 

・イノベーション＝「デザイン」＋「ビジネス」＋「エ  

  ンジニアリング」 

４、現代の教養とリベラルアーツ 

・教養とは何か＝学問、文化、歴史など幅広い豊 

 富な知識 

・現代の教養＝知的・道徳的・美的・技術的諸能 

 力を発展させることによって、より良い人間を 

 形成しようとすること。 

・教養、リベラルアーツの源流 

 →古代ギリシア・ローマ時代「自由七科」 

 →１３世紀ヨーロッパに生まれた大学、西洋に 

  おける古典的教養科目 

・現代のリベラルアーツ 

 →現代の学問体系＝自然科学、人文科学、社会 

  科学 

 →新しい学問領域、分野横断的（学際的）領域 

 



新座ロータリークラブ事務局  

〒352-0001 新座市東北2-25-11-406 

   電 話   ０４８ (４７３)７０４１ 

   ＦＡＸ   ０４８ (４７３)９２２１ 

 Ｅメール niiza.rc@dance.ocn.ne.jp 国際ロータリー第２５７０地区 新座ロータリークラブ 

http://www.niiza-rc.jp 

 委員長  森 克巳 出席報告 1２月のプログラム  委員長 増渕 和夫 

★クリスマス会の出欠を必ずご連絡下さい   

クラブからの連絡 

出席 １３名 欠席 ５名 

出  席  率 ７２．２２％  

修正出席率 ８３．３３％ 
会員数２４名 

（免除者６名） 

Ｒ４.１１.１０ 11/24（木） 定款による例会取消 

 １日（木） 通常例会 「クラブ年次総会」 

  ８日（木） 定款による例会取消 

１５日（木） 夜間例会 「伴侶参加のクリスマス会」 

２２日（木） 移動例会 「平林寺参拝」 

２９日（木） 定款による例会取消  

 

 →自分の頭で考え抜いて自分独自の見解を作り 

  上げる 

 →新しい価値を生み出す 

 →画期的な発明や発見、技術や社会のイノベー 

  ション 

＜結びに＞ 次代を担う若者へのメッセージ 

 →自分の哲学、価値観をもつ 

 →人生の目的や目標（夢や志）を持ち続ける 

 →広い視野で、深い専門知識とスキルを身に付 

  ける 

 →リベラルアーツを学び、自由な発想と現代の 

  教養を身に付ける 

 →母国の歴史、文化伝統を学び、誇りと自覚を 

  持つ 

 →国際人として、国際理解・友好親善に努める 

 →家族、親、兄弟姉妹、そして友人・仲間を大 

  切にする 

 →人生を楽しみ、常に感謝の気持ちを忘れない                                       

                    以上                  

   （情報科学、生命科学、環境科学等） 

 →人文社会系（文系）と理工系の２分法から相  

  互連携へ 

 →「ＳＴＥＡＭ」教育の重視 （Ｓ＝サイエンス、 

  Ｔ＝テクノロジー、Ｅ＝エンジニアリング、 

  Ｍ＝数学に、Ａ＝Arts人文科学が加えられた） 

・米国の大学 

 →実学は大学院で学び、学部では歴史と哲学、 

  芸術の授業を増やす傾向 

 →有史以来の人類の歴史と共に進化し、磨かれ 

  た「知のＤＮＡ」（コロンビア大学） 

・英国のエリート教育 

 →歴史と哲学をベースにしたリベラルアーツを 

  重視 

 →歴史＝人間を知るための題材 

・山口周『世界のエリートとはなぜ「美意識」を 

 鍛えるのか？ 経営における「アート」と「サ 

 イエンス」』（光文社新書） 

 →経営判断にも自らの「真」「善」「美」の感    

  覚が重要 

＜まとめ＞ リベラルアーツの本質 

 →自由な発想、自由で旺盛な批判精神、常識を 

  疑う力 

 →物事を根本から考える（本質的理解）、問い 

  を立てる力 

 →多くの分野の知識に横断的横串を通す 


