
出席の状況
会員数　53名（内出席免除　３名）　出席者数　42名　　欠席者数　11名
出席率　82.35％　　前々回訂正　81.13％　　　　
欠席者　花房，原，原田，日笠（常），加戸，木本，家守，松村，槌田，（平野），（塩飽）

７月第4例会 庄司尚史ガバナー公式訪問例会において、小菅会員が欠席になっておりましたが、出席の間違いでござ
いました。お詫び申し上げます。

ゲスト・ビジター　ゲ ス ト　國友　道一 様、　株式会社 山陽放送サービス 代表取締役 社長　秋政　孝一 様、
米山奨学生　崔　艶海 様

ビジター〈国際ロータリー第2790地区　銚子ＲＣ〉坂本　尚史　様
S . A . A . 　 　　

岡本（和）会員 ： ・國友様、本日の卓話楽しみにしています。
・鈴木さん、入会おめでとうございます。岡山北西RCの一員として共に楽しみ、良いクラブにしていきましょう。

笠原会員 ： 暑い日が続きますが皆様、熱中症にはくれぐれも気を付けてください。
平松会員 ： 公益財団法人特別史跡旧閑谷学校顕彰保存会事務局長、國友道一様ならびに山陽放送サービ

ス代表取締役、秋政孝一様におかれましては、岡山北西ロータリークラブにようこそ御出でくださいま
した。また、國友様には卓話をよろしくお願い申し上げます。

末吉会員 ： 鈴木一生様ご入会おめでとうございます。これからよろしくお願い致します。
氏房会員 ： ・國友様、本日の卓話ありがとうございます。

・鈴木様入会ありがとうございます。これからのご活躍を楽しみにしています。
堀川会員 ： 遅くなりましたが、旧ひな壇慰労例会ではお世話になりました。今は気楽に例会に出席できることが何よりです。
小松原会員 ： 高校生フォーラム審査委員長をご快諾下さいました國友先生、本日は素晴らしい卓話をありがとう

ございます。秋政様、國友先生のご紹介をありがとうございました。
竹本会員 ： カナダに行って参りました。気候も良く、天気も良く、楽しい1週間を過ごす事が出来ました。大切なガ

バナー公式訪問例会を欠席しまして申し訳ございませんでした。
西岡会員 ： ・19日の旧ひな壇慰労例会、ありがとうございました。

・先週は出張の為、欠席しましたのでスマイルします。
川西・高橋・岡村 会員 ： 去る7月29日～30日の1泊2日で高橋峯男・岡村秀男会員と私（川西）のシルバートリオ組

が新潟県の「佐渡島」に旅をしてきました。
　　　　　　　　　10件　34,000円（累計 182,000円）

会 長 報 告  会　長　岡　本　和　夫
　2014年10月に開催されたRI理事会で、特別月間が大きく変更されました。昨年の堀川年度より実施され、皆
さんがお持ちの会員手帳にも記載されています。今月は「会員増強と新クラブ結成推進月間」となっています。
ロータリアンが知ることの難しいさまざまな問題にスポットを当てることで、世界や地域のニーズを知り、ニーズに
合った奉仕活動を計画、実施できるようにとのことで変更されました。新規に追加されたものは言うまでもなくロー
タリーの重点分野で、グローバルな奉仕活動を見据えた分野であります。国際奉仕に向けた調査、学習が今まで以上に求められて
います。このようにRIが指定した特別月間と日本独自の月間、これは「米山月間」と従来の雑誌月間に代わる「ロータリーの友月間」
でありますが、RIも変化していっております。益々情報を得て、クラブとして成長を遂げていかなければなりません。
　さて、多忙でありました年度初めの行事も、７月27日の県南17RC正副会長幹事会を以て終了し、やっと本日より通常
の業務に戻ることができます。正副会長幹事会では、岩本ガバナー補佐をはじめ３名のガバナー補佐が来賓として出席
され、各クラブの今年度の方針を含めた紹介をしました。岩本ガバナー補佐は挨拶のなかで、「高潔性」の大切さを強調
されました。一部のクラブを除いて大半のクラブは会員増強・会員数の維持に苦慮しており、まさにクラブの存亡がか
かっている状況の報告もありました。そのような中、本日は新会員鈴木一生様、さらには入会予定者の楠慎平様をお迎
えすることができ、幸先の良い８月となりました。何より会員の皆さんの参加意識の向上とクラブを良くしていこうと
いう気持ちが大切と思っております。引き続きご協力をお願いします。
　７月26日には、親クラブであります岡山北ＲＣを末吉幹事と訪問して参りました。私自身幹事として、６年前に当時の川西会長と訪
問した経験があります。文部省唱歌を全員で歌うなど、クラブの雰囲気が明るくなっている印象を強く受け、会場を後にしました。
幹 事 報 告 幹　事　末　吉　賢　多

① ガバナー月信Vol.２を配付しております。
② ロータリー財団確定申告用寄附金領収証、本日の卓話資料、「歴史同好会」第九回定例会のご案内
を配付しておりますので、よろしくお願い致します。

③ 財団室NEWS８月号、他クラブ週報を回覧致します。
④ 本日例会終了後13時30分より、3F「エメラルドの間」において、第２回理事役員会を開催致しますの
で、理事役員の皆様はご出席ください。

梶谷会員ご逝去のお知らせ 
梶谷  喬　様　 入会年月日…創立会員　　職業分類…総合病院　　ご逝去…2016年7月26日（享年82歳）
ロータリー歴　1991.2-1991.6　初代会長 

 1991-1992年度　2代会長 
 2002-2003年度　国際ロータリー第2690地区

第9ブロックガバナー補佐  
 1995-1996年度　国際奉仕委員長  

　　　　　　　マルチプル・ポール・ハリス・フェロー、 米山功労者 第５回 マルチプル
誕生日祝いのショートスピーチ 岡　本　浩　三　会員

　私は、昭和20年8月9日の生まれですが、もう1週間後には終戦と言う日です。戦時中と言うこともあり、当
時は“産めよ、増やせよ″の奨励もあり、父親が10人子供をつくったら、表彰してもらえると言うことで、えらく
頑張ったようで、私は10人兄弟の8男で、姉が2人居ります。親父殿は頑張りすぎた様で、69歳で亡くなりま
した。私の目標は親父殿の歳を超える事でしたからこれはまずクリアー、次の目標は80歳ということですが、
家内から元気な80歳なら良し。しかしこんな80歳は困るよ、と渡されたものがあります。先輩方の御許しを
戴き、披露いたします。選挙権の出来た18歳と81歳の比較です。①道路を暴走するのが18歳、逆走するのが81歳。②心がも
ろいのが18歳、骨がもろいのが81歳。③恋に溺れるのが18歳、風呂で溺れるのが81歳。④嵐と言うと松本潤を思うのが18歳、
嵐寛寿郎を思うのが81歳。⑤受験戦争を戦っているのが18歳、アメリカと戦ったのが81歳。⑥まだ何も知らないのが18歳、もう
何も覚えていないのが81歳。⑦自分探しの旅をしているのが18歳、出掛けたまま判らなくなって、皆が探しているのが81歳。以
上です。お元気な先輩方を揶揄するものではありませんので悪しからず。

新入会員入会式 
新入会員プロフィール
鈴木  一生（すずき　いっせい）（紹介者：岡本和夫、末吉賢多）
　生年月日：昭和50年8月5日
　勤 務 先：株式会社 鈴武石材　代表取締役
　職業分類：石材加工

外 部 卓 話 
「明治以後も継承された閑谷学校の郷校としての伝統」

公益財団法人特別史跡旧閑谷学校　顕彰保存会事務局長　　國友 道一　様　　  
　藩校が武士やその子弟を教育する場であったのに対して、閑谷学校は庶民教育を目的として創建さ
れ、庶民のための日本最古の学校（郷校）であると言われています。単に諸生を受け入れて教育をするだ
けではなく、入学する余裕のない者に対しては、毎月朔日公開講座を開催して人の生き方を説くなど庶民
教育の普及に大きく貢献し、藩と民間の協働による開かれた学校として幕末まで200年にわたり存続しました。明治以降も郷
校としての伝統は継承され、私学として独自の教育方針を貫き、地元の有志や地域の人々に支えられながら、幾多の教育制
度の変遷にも対応しつつ、多くの人に教育の機会と場を提供し続けました。
　明治３年９月、閑谷学校は岡山学校（藩校）に併合にされて閉鎖となりました。一方、岡山藩校は「普通学校」と改称し、欧
米文化を摂取して近代的日本を作り上げるため教育改革に乗り出し、洋学が大いに推奨され漢学が軽んじられるようになりま
した。それに対して、岡本巍・谷川達海など旧藩士族は大いに憤慨し、漢学の廃すべからざることを主張しました。明治６年、
彼らは地域住民の協力を得て一旦閉鎖になった閑谷学校を再開し、山田方谷を招聘して「閑谷精舎」と命名しました。その
時、校地を確保するために、閑谷学校の払い下げに奔走したのが地域住民でした。洋学推進の時代であっても漢学を目指
すものが依然多く、学徒が遠方からも集まり100人にも上ったと言われています。
　明治10年に閑谷精舎が閉鎖された後、旧藩士族と地元有志を中心にして閑谷学校再興と中学校程度の学校設立の希
望が起こりました。「保黌会」が設立され、地域に文書を配布して有志から義捐金を募り、明治17年、「閑谷黌」の開校式が挙
行されました。中学校令が公布され、城下の藩校の伝統を受け継ぐ中学校が進学中心の学校になったのに対して、閑谷黌
の特色は光政公以来の庶民教育機関としての伝統を受け継ぎ、地域に有為な人材を育成することにありました。中学校令に
則った中学校は修業年限も長く、学校数も限られていたため、正規の中学校へ進むことのできない者にとって、閑谷黌は格好
の学びの場となりました。
　さらに、閑谷黌は「私立閑谷中学校」、「私立中学閑谷黌」と校名を変更しながら公教育と協働して教育の向上に努めまし
た。しかし、学校運営のための資金の調達に困窮するようになり、ついに大正10年、約半世紀にわたる私学としての歴史に幕
を閉じ県営に移管されました。
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えすることができ、幸先の良い８月となりました。何より会員の皆さんの参加意識の向上とクラブを良くしていこうと
いう気持ちが大切と思っております。引き続きご協力をお願いします。
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鈴木  一生（すずき　いっせい）（紹介者：岡本和夫、末吉賢多）
　生年月日：昭和50年8月5日
　勤 務 先：株式会社 鈴武石材　代表取締役
　職業分類：石材加工

外 部 卓 話 
「明治以後も継承された閑谷学校の郷校としての伝統」

公益財団法人特別史跡旧閑谷学校　顕彰保存会事務局長　　國友 道一　様　　  
　藩校が武士やその子弟を教育する場であったのに対して、閑谷学校は庶民教育を目的として創建さ
れ、庶民のための日本最古の学校（郷校）であると言われています。単に諸生を受け入れて教育をするだ
けではなく、入学する余裕のない者に対しては、毎月朔日公開講座を開催して人の生き方を説くなど庶民
教育の普及に大きく貢献し、藩と民間の協働による開かれた学校として幕末まで200年にわたり存続しました。明治以降も郷
校としての伝統は継承され、私学として独自の教育方針を貫き、地元の有志や地域の人々に支えられながら、幾多の教育制
度の変遷にも対応しつつ、多くの人に教育の機会と場を提供し続けました。
　明治３年９月、閑谷学校は岡山学校（藩校）に併合にされて閉鎖となりました。一方、岡山藩校は「普通学校」と改称し、欧
米文化を摂取して近代的日本を作り上げるため教育改革に乗り出し、洋学が大いに推奨され漢学が軽んじられるようになりま
した。それに対して、岡本巍・谷川達海など旧藩士族は大いに憤慨し、漢学の廃すべからざることを主張しました。明治６年、
彼らは地域住民の協力を得て一旦閉鎖になった閑谷学校を再開し、山田方谷を招聘して「閑谷精舎」と命名しました。その
時、校地を確保するために、閑谷学校の払い下げに奔走したのが地域住民でした。洋学推進の時代であっても漢学を目指
すものが依然多く、学徒が遠方からも集まり100人にも上ったと言われています。
　明治10年に閑谷精舎が閉鎖された後、旧藩士族と地元有志を中心にして閑谷学校再興と中学校程度の学校設立の希
望が起こりました。「保黌会」が設立され、地域に文書を配布して有志から義捐金を募り、明治17年、「閑谷黌」の開校式が挙
行されました。中学校令が公布され、城下の藩校の伝統を受け継ぐ中学校が進学中心の学校になったのに対して、閑谷黌
の特色は光政公以来の庶民教育機関としての伝統を受け継ぎ、地域に有為な人材を育成することにありました。中学校令に
則った中学校は修業年限も長く、学校数も限られていたため、正規の中学校へ進むことのできない者にとって、閑谷黌は格好
の学びの場となりました。
　さらに、閑谷黌は「私立閑谷中学校」、「私立中学閑谷黌」と校名を変更しながら公教育と協働して教育の向上に努めまし
た。しかし、学校運営のための資金の調達に困窮するようになり、ついに大正10年、約半世紀にわたる私学としての歴史に幕
を閉じ県営に移管されました。

－２－

例会プログラム例会プログラム例会プログラム例会プログラム

1999-2000年度　社会奉仕委員長 
2001-2002年度　プログラム委員長 
2003-2004年度　会員増強委員長 
2004-2005年度　新世代活動委員長 
2005-2006年度　出席委員長 



出席の状況
会員数　53名（内出席免除　３名）　出席者数　42名　　欠席者数　11名
出席率　82.35％　　前々回訂正　81.13％　　　　
欠席者　花房，原，原田，日笠（常），加戸，木本，家守，松村，槌田，（平野），（塩飽）

７月第4例会 庄司尚史ガバナー公式訪問例会において、小菅会員が欠席になっておりましたが、出席の間違いでござ
いました。お詫び申し上げます。

ゲスト・ビジター　ゲ ス ト　國友　道一 様、　株式会社 山陽放送サービス 代表取締役 社長　秋政　孝一 様、
米山奨学生　崔　艶海 様

ビジター〈国際ロータリー第2790地区　銚子ＲＣ〉坂本　尚史　様
S . A . A . 　 　　

岡本（和）会員 ： ・國友様、本日の卓話楽しみにしています。
・鈴木さん、入会おめでとうございます。岡山北西RCの一員として共に楽しみ、良いクラブにしていきましょう。

笠原会員 ： 暑い日が続きますが皆様、熱中症にはくれぐれも気を付けてください。
平松会員 ： 公益財団法人特別史跡旧閑谷学校顕彰保存会事務局長、國友道一様ならびに山陽放送サービ

ス代表取締役、秋政孝一様におかれましては、岡山北西ロータリークラブにようこそ御出でくださいま
した。また、國友様には卓話をよろしくお願い申し上げます。

末吉会員 ： 鈴木一生様ご入会おめでとうございます。これからよろしくお願い致します。
氏房会員 ： ・國友様、本日の卓話ありがとうございます。

・鈴木様入会ありがとうございます。これからのご活躍を楽しみにしています。
堀川会員 ： 遅くなりましたが、旧ひな壇慰労例会ではお世話になりました。今は気楽に例会に出席できることが何よりです。
小松原会員 ： 高校生フォーラム審査委員長をご快諾下さいました國友先生、本日は素晴らしい卓話をありがとう

ございます。秋政様、國友先生のご紹介をありがとうございました。
竹本会員 ： カナダに行って参りました。気候も良く、天気も良く、楽しい1週間を過ごす事が出来ました。大切なガ

バナー公式訪問例会を欠席しまして申し訳ございませんでした。
西岡会員 ： ・19日の旧ひな壇慰労例会、ありがとうございました。

・先週は出張の為、欠席しましたのでスマイルします。
川西・高橋・岡村 会員 ： 去る7月29日～30日の1泊2日で高橋峯男・岡村秀男会員と私（川西）のシルバートリオ組

が新潟県の「佐渡島」に旅をしてきました。
　　　　　　　　　10件　34,000円（累計 182,000円）

会 長 報 告  会　長　岡　本　和　夫
　2014年10月に開催されたRI理事会で、特別月間が大きく変更されました。昨年の堀川年度より実施され、皆
さんがお持ちの会員手帳にも記載されています。今月は「会員増強と新クラブ結成推進月間」となっています。
ロータリアンが知ることの難しいさまざまな問題にスポットを当てることで、世界や地域のニーズを知り、ニーズに
合った奉仕活動を計画、実施できるようにとのことで変更されました。新規に追加されたものは言うまでもなくロー
タリーの重点分野で、グローバルな奉仕活動を見据えた分野であります。国際奉仕に向けた調査、学習が今まで以上に求められて
います。このようにRIが指定した特別月間と日本独自の月間、これは「米山月間」と従来の雑誌月間に代わる「ロータリーの友月間」
でありますが、RIも変化していっております。益々情報を得て、クラブとして成長を遂げていかなければなりません。
　さて、多忙でありました年度初めの行事も、７月27日の県南17RC正副会長幹事会を以て終了し、やっと本日より通常
の業務に戻ることができます。正副会長幹事会では、岩本ガバナー補佐をはじめ３名のガバナー補佐が来賓として出席
され、各クラブの今年度の方針を含めた紹介をしました。岩本ガバナー補佐は挨拶のなかで、「高潔性」の大切さを強調
されました。一部のクラブを除いて大半のクラブは会員増強・会員数の維持に苦慮しており、まさにクラブの存亡がか
かっている状況の報告もありました。そのような中、本日は新会員鈴木一生様、さらには入会予定者の楠慎平様をお迎
えすることができ、幸先の良い８月となりました。何より会員の皆さんの参加意識の向上とクラブを良くしていこうと
いう気持ちが大切と思っております。引き続きご協力をお願いします。
　７月26日には、親クラブであります岡山北ＲＣを末吉幹事と訪問して参りました。私自身幹事として、６年前に当時の川西会長と訪
問した経験があります。文部省唱歌を全員で歌うなど、クラブの雰囲気が明るくなっている印象を強く受け、会場を後にしました。
幹 事 報 告 幹　事　末　吉　賢　多

① ガバナー月信Vol.２を配付しております。
② ロータリー財団確定申告用寄附金領収証、本日の卓話資料、「歴史同好会」第九回定例会のご案内
を配付しておりますので、よろしくお願い致します。

③ 財団室NEWS８月号、他クラブ週報を回覧致します。
④ 本日例会終了後13時30分より、3F「エメラルドの間」において、第２回理事役員会を開催致しますの
で、理事役員の皆様はご出席ください。

委員会報告（インターアクトクラブ） インターアクト委員長  日笠 常信（報告者  河村 定彦）
　最初に、先般ご逝去された、南葉幸雄様、梶谷喬様のご冥福を心より、お祈りいたします。
　本日は所要のため、例会に出席できませんので、代読を副委員長である河村校長先生にお
願いします。
　7月10日㈰に鳥取県米子市、ホテルハーベスト米子で2690地区の第一回インターアクト委員
会が庄司尚史ガバナーの出席の下、開かれ、当クラブからは日笠が出席しまた。この会はインターアクトクラブを持
つ2690地区のロータリークラブの関係者がインターアクトクラブに関するロータリークラブ側の取り組みを討議する
場です。午後1時半から午後3時半と短い時間でしたが、有意義な意見交換ができたと思います。今後の検討課
題として、3年間クラブに在籍するにも関わらず、人数調整の関係で地区大会に出席できない生徒がいる等の問
題が出ました。
　7月23日㈯と7月24日㈰の２日にわたり、島根県出雲市の島根県立青少年の家サンレイクにて、2690地区第40回
インターアクト地区大会が開かれました。ホスト高校は出雲北陵高等学校、ホストロータリークラブは出雲南ロータ
リークラブです。当クラブからは、委員長日笠、副委員長河村校長先生、理大付属中高インターアクトクラブから是
沢先生、生徒3人が出席しました。1日目は記念講演の後出雲大社に正式参拝しました。2日目は生徒の判別会議
などがありました。今回の大会テーマは「むすぶ・つなぐ・やおよろずのこころ」であり、
出雲大社での縁結びとは単に「男女の出会い」ではなくて、様々な人との出会い、
ふれあいであることなどを初日に万九千神社の錦田宮司に講演していただき、2日目
の判別会議では、その話を元に活発な討論ができていたようです。
　来年度は、米子松陰高等学校、米子東ロータリークラブをホストとして、鳥取県大
山で開催予定となっています。

県南 17ＲＣ正副会長幹事会 幹　事　末　吉　賢　多
　７月２７日㈬、ホテルグランヴィア岡山にて「県南１７ＲＣ正副会長幹事会」が開催
されました。来賓として、地区より第９グループガバナー補佐　岩本一壽様・第１０
グループガバナー補佐　下山宏昭様・第１１グループガバナー補佐　奥村二郎
様をお招きし、当クラブよりは、岡本和夫会長・児島副幹事・末吉が出席してまいり
ました。
　各クラブ正副会長幹事の自己紹介及びクラブ活動内容を発表し、県南ＲＣの懇親を深めてまいりました。

歴史同好会からのお知らせ 歴史同好会　堀　川　辰　也
　第９回定例会を下記の通り開催いたしますので、お忙しい時期かと存じますが、ご参加くだ
さいますようご案内申し上げます。
1． 日時：平成28年８月31日㈬　18：30～ 4． 演題：日本書紀について
2． 場所：割烹「津山」　岡山市北区天神町２－12 5． 会費：￥5,000－
3． 講師：堀川辰也 会員

ゴルフ同好会からのお知らせ ゴルフ同好会幹事　西　岡　貞　則
　第２６７回ゴルフコンペを下記の通り開催いたします。皆様のご参加お待ちしております。また、
ハンディ改正がありましたのでご確認ください。
１．日時：平成28年９月11日㈰　　集合時間 ８：00　スタート ９：00
２．場所：後楽ゴルフ倶楽部　岡山市北区真星2610
３．競技方法：18ホールストロークプレイ（ローカルルール適用）

梶谷会員ご逝去のお知らせ 
梶谷  喬　様　 入会年月日…創立会員　　職業分類…総合病院　　ご逝去…2016年7月26日（享年82歳）
ロータリー歴　1991.2-1991.6　初代会長 

 1991-1992年度　2代会長 
 2002-2003年度　国際ロータリー第2690地区

第9ブロックガバナー補佐  
 1995-1996年度　国際奉仕委員長  

　　　　　　　マルチプル・ポール・ハリス・フェロー、 米山功労者 第５回 マルチプル
誕生日祝いのショートスピーチ 岡　本　浩　三　会員

　私は、昭和20年8月9日の生まれですが、もう1週間後には終戦と言う日です。戦時中と言うこともあり、当
時は“産めよ、増やせよ″の奨励もあり、父親が10人子供をつくったら、表彰してもらえると言うことで、えらく
頑張ったようで、私は10人兄弟の8男で、姉が2人居ります。親父殿は頑張りすぎた様で、69歳で亡くなりま
した。私の目標は親父殿の歳を超える事でしたからこれはまずクリアー、次の目標は80歳ということですが、
家内から元気な80歳なら良し。しかしこんな80歳は困るよ、と渡されたものがあります。先輩方の御許しを
戴き、披露いたします。選挙権の出来た18歳と81歳の比較です。①道路を暴走するのが18歳、逆走するのが81歳。②心がも
ろいのが18歳、骨がもろいのが81歳。③恋に溺れるのが18歳、風呂で溺れるのが81歳。④嵐と言うと松本潤を思うのが18歳、
嵐寛寿郎を思うのが81歳。⑤受験戦争を戦っているのが18歳、アメリカと戦ったのが81歳。⑥まだ何も知らないのが18歳、もう
何も覚えていないのが81歳。⑦自分探しの旅をしているのが18歳、出掛けたまま判らなくなって、皆が探しているのが81歳。以
上です。お元気な先輩方を揶揄するものではありませんので悪しからず。

新入会員入会式 
新入会員プロフィール
鈴木  一生（すずき　いっせい）（紹介者：岡本和夫、末吉賢多）
　生年月日：昭和50年8月5日
　勤 務 先：株式会社 鈴武石材　代表取締役
　職業分類：石材加工

外 部 卓 話 
「明治以後も継承された閑谷学校の郷校としての伝統」

公益財団法人特別史跡旧閑谷学校　顕彰保存会事務局長　　國友 道一　様　　  
　藩校が武士やその子弟を教育する場であったのに対して、閑谷学校は庶民教育を目的として創建さ
れ、庶民のための日本最古の学校（郷校）であると言われています。単に諸生を受け入れて教育をするだ
けではなく、入学する余裕のない者に対しては、毎月朔日公開講座を開催して人の生き方を説くなど庶民
教育の普及に大きく貢献し、藩と民間の協働による開かれた学校として幕末まで200年にわたり存続しました。明治以降も郷
校としての伝統は継承され、私学として独自の教育方針を貫き、地元の有志や地域の人々に支えられながら、幾多の教育制
度の変遷にも対応しつつ、多くの人に教育の機会と場を提供し続けました。
　明治３年９月、閑谷学校は岡山学校（藩校）に併合にされて閉鎖となりました。一方、岡山藩校は「普通学校」と改称し、欧
米文化を摂取して近代的日本を作り上げるため教育改革に乗り出し、洋学が大いに推奨され漢学が軽んじられるようになりま
した。それに対して、岡本巍・谷川達海など旧藩士族は大いに憤慨し、漢学の廃すべからざることを主張しました。明治６年、
彼らは地域住民の協力を得て一旦閉鎖になった閑谷学校を再開し、山田方谷を招聘して「閑谷精舎」と命名しました。その
時、校地を確保するために、閑谷学校の払い下げに奔走したのが地域住民でした。洋学推進の時代であっても漢学を目指
すものが依然多く、学徒が遠方からも集まり100人にも上ったと言われています。
　明治10年に閑谷精舎が閉鎖された後、旧藩士族と地元有志を中心にして閑谷学校再興と中学校程度の学校設立の希
望が起こりました。「保黌会」が設立され、地域に文書を配布して有志から義捐金を募り、明治17年、「閑谷黌」の開校式が挙
行されました。中学校令が公布され、城下の藩校の伝統を受け継ぐ中学校が進学中心の学校になったのに対して、閑谷黌
の特色は光政公以来の庶民教育機関としての伝統を受け継ぎ、地域に有為な人材を育成することにありました。中学校令に
則った中学校は修業年限も長く、学校数も限られていたため、正規の中学校へ進むことのできない者にとって、閑谷黌は格好
の学びの場となりました。
　さらに、閑谷黌は「私立閑谷中学校」、「私立中学閑谷黌」と校名を変更しながら公教育と協働して教育の向上に努めまし
た。しかし、学校運営のための資金の調達に困窮するようになり、ついに大正10年、約半世紀にわたる私学としての歴史に幕
を閉じ県営に移管されました。

－３－

本日のメニュー（８月８日（ヘルシー和食））　
丼　根菜御飯と鱸の照焼丼（牛蒡　蓮根　百合根　人参　つくね芋　いくら　刻みレタス　貝割
　　大葉　姫赤茄子　レモン　岡山県産こしひかり）
小鉢　小松菜と揚げの煮物（生姜、木の芽）　　茶碗蒸し（玉蜀黍　椎茸　銀杏）　香物（三種盛り）　赤出汁

次回のメニュー（８月22日（ヘルシーメニュー））　
高知県産おすすめ魚のグリエ　タプナードソース　　　フルーツトマトのサラダ
マンゴープリンと杏仁のブランマンジェ

　　会報部会／日笠伸之・原　全伸・小菅英司

クラブ情報クラブ情報クラブ情報クラブ情報

例会情報例会情報例会情報例会情報


