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年男年頭所感 平和構築と紛争予防月間２月

田中　和俊

イマジンロータリー！２月は受験シーズ
ンですね。うちの息子たちも受験というも
のが２年前に終わって、今では静かな日々
を過ごしています。高校受験は１月末に私
立高校の受験がだいたい１週間くらいの間
にあって、公立高校の受験が３月初旬です。
もちろんその前の年の中三の部活動を引退したくらいから
受験は始まっています。中三の夏休みから学習塾に通いだ
す子も多いでしょう。中学校の卒業式の次の日が公立高校
の合格発表でそれまで親はドキドキですよね。うちは次男
が公立高校に不合格でしたので、本人はけろっとしていま
したが、かわいそうで私たち親のほうがダメージ大きかっ
たです。
大学受験は、１月中旬の土日に共通テストがあります。
以前はセンター試験と言っていましたが、内容が大きく変
わると言われて共通テストになりました。社会の「情報」
という科目の取り扱いや英語の検定試験を共通テストの点
数として評価するなど大学によって考えが異なり、学生に
不利益な感じもしております。それから私立大学の試験
が始まって、国公立大学の２次試験の前期が２月２５日、
２６日ですね。２次試験の後期が３月１５日。これは曜日
に関係なく実施されます。もともとこの時期は寒い季節で
あり、降雪による受験会場への移動手段の問題や寒さで体
調を崩しやすい時期でもあり、さらに最近はコロナの影響
もあります。たしかコロナが騒がれ始めたときに、受験生
が万全の態勢で受験に臨むためには、時期をずらしたほう
がいいのではないかという議論も出たと思います。合格、
不合格がわかってからすぐに進路を決めないといけないこ
とや、それからすぐに住むところを探して引っ越すという
のも毎年のこととはいえ、なかなか大変なことだと思いま
す。人の一生を左右する受験シーズンは、暖かい時期がい
いのではないかと思いますが、なかなか変更は難しかった
ようですね。
息子たちの受験が終わった時には、やはり本人だけでな
く自分たち親もホッとしました。コロナが出る前から、イ
ンフルエンザには気をつけていましたし、うがい手洗い、
消毒は以前から徹底しておりました。マスクのストックも
けっこうあったので最初は助かりましたが、マスクの値段
が高騰したのには本当に驚きました。コロナ以前はマスク
はものすごく安かったんです。受験は親も、ものすごく気
を使うし、時間もお金も使います。塾の送迎のために飲酒
を控えている時期もありましたし、受験のために一緒に東
京に行ったりもしました。

受験はコツがあるというのも改めて感じました。いろい
ろな勉強法や教育方法があると思いますが、私が司法書士
試験で学んだのは過去問をやるということです。過去問を
解くことで、問題に慣れてきます。学生の時は同じ問題は
出ないんだからやっても無駄と思っていましたが、今は過
去問をすることが一番の勉強法だと思います。これは高校
受験、大学受験も同じだと思います。これから子育てをす
るという方にいつもお伝えしているのが、英語はもちろん
ですが、数学にも力を入れてくださいということです。数
学が得意になると文系理系と別れていない高校受験までは
有利だと考えるからです。中学の実力テストや学習塾で受
ける模試で志望校選定が決まってきますが、模試やテスト
によって数学がとても難しい時があるんです。得意な子は
満点取りますが、苦手な子は他の教科はできる子でも３０
点とか取ってしまう場合があります。それで志望校を下方
修正した息子の同級生を見てきました。高校で文系理系と
別れてからも、仮に文系だとしても数学で点数が取れると
有利です。あの早稲田大学政治経済学部でも数学が必須化
されて難易度があがりました。受験生も減りました。数学
が苦手な受験生は早稲田の政経を敬遠するようになったの
です。私の高校の同級生も早稲田の政経卒で日経新聞勤務
ですが、彼も数学が苦手でしたので今なら早稲田の政経に
は入れなかったと思います。
数学が得意になるには小さいうちから、百マス計算など
をさせて計算を早くすることがいいかと思います。計算が
早いと数学はわかるようになります。なぜか得意になりま
す。逆に計算が遅いと数学は苦手になります。百マス計算
を遊び感覚でタイムを計ってするのもいいと思います。公
文式とかもいいのかもしれません。あの東進ハイスクール
の林修先生も一番重要な科目は数学だとおっしゃっていま
す。数学ができる人のほうが物事を理論的に説明できるよ
うになるのだそうです。私は数学は苦手なので、数学がで
きる人は頭がよく見えるし、実際のところ数学ができる人
は頭がいいと思います。私は数学が苦手というか数字が苦
手です。普段はあまり使うことはありませんが、仕事で不
動産登記の持分の分数が複雑なときは、かなり慎重にやる
ようにしています。
今日は受験のお話をさせていただきました。これから子
供さんが受験があるかた、お孫さんが受験があるなという
かたもいらっしゃるかと思います。本人が一番大変なので
そっとしておいてあげるのがいいのかなと思います。「勉強
しなさい」と言って気持ちよく勉強する人はいませんよね。
言いたいことを我慢して、歯を食いしばってそっとしてお
く。これが子供の受験で学んだことでした。



本日の曲目：イマジン、ムーンリバー、歌の翼にのせて、ライムライト、イエスタデイ	 演奏：入来慶子

ロータリーソング：「それでこそロータリー」
職業宣言唱和：３・４
食事：「本日の演奏」
会長の時間：会長　田中　和俊君
会務報告：幹事　松元　まや君
１）本日の配布　①週報　②ロータリーの友　
　　　　　　　　③新入会員候補者
　　　　　　　　④新入会員名簿シール（もらってない方）
２）配布しております新入会員候補者
　逆瀬川　勇	⇒三洋ハウス株式会社代表取締役
　入会に異議のある方は、本日から 7日間の内に幹事までお
申し出ください。
　お申し出のない場合は、異議のないものと認め入会の手続
きに入りますので、ご了承ください。
３	）鹿児島東・鹿児島大学アカデミーRCとの合同例会開催
について
　日時：3月 16 日（木）　18：30 ～
　場所：山形屋 1号館 7階山形屋食堂
　歯車会は延期させていただきます。
４）RYLA参加者募集について　
　目的：職場や学校での立場や役職とは違う環境の中で、自
分の意見を発信し組織や団体をまとめる存在（リーダー）に
なる為の訓練を行う。
　日時：令和 5年 4月 15 日（土）～ 16 日（日）
　場所：大黒リゾートホテル
　参加資格：各クラブから推薦され、宿泊できる青年（18
歳～ 30 歳まで）及びロータリアン
　内容：講演・研修・ワークショップ
　講師：侍ジャパンヘッドコーチ　白井　一幸氏

　参加ご希望の方、研修生がいらっしゃいましたら、事務局
までお申し出ください。
　受付締切：3月 17 日（金）
５	）2023-24 年度版ロータリー手帳の予約を受付ております。
購入されたい方は、2月 24 日（金）までに事務局までお
申し出ください。
　1冊 660 円。お渡しは 5月下旬頃になります。
６）メルボルン国際大会の登録のお願い　
　早期登録割引が、3月 31日までとなっております。詳細は、
事務局までお問い合わせください。
７）ロータリー全国囲碁大会のご案内　
　日時：2023 年 5 月 20 日（土）09：30 ～
　会場：東京市ヶ谷の日本棋院本院
８）本日情報集会 18：30 ～　於：ごはんのじかん inatome
９）次週　2/20（月）例会プログラム　
　会員卓話「年男　年頭所感」　神野　洋介君、橋元　隆君
出席報告：出席委員会　連続出席表彰
　　　　　→　椨　茂吉君 (26 年 )、本坊　修君（4年）
スマイルボックス：親睦委員会
３分間情報：友のみどころ→広報雑誌・ＩＴ委員会
卓話：「年男　年頭所感」　　　　　　　田實　大志朗君

次回例会　令和５年３月６日（月）

ゲスト卓話「現代社会におけるヘルスケア実践とご報告」
ほぐしどころYou   浦島　優子君

出席率 会員数 出席数 出席報告
第2076回例会 51名 33名 68.75%

前々回（２月13日）の補正 52名 38名 77.55%
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年男年頭所感年男年頭所感

　田實　太志朗

昭和 26 年 1 月 27 日生まれで、今年の 1 月
27 日で 72 歳（年男）になりました。私は毎
年正月にはウォーキング仲間と初日参拝の後、
島津家由来の五社参りをして「家内安全・商
売繁盛・無病息災」	を祈念しております。

その後は毎週日曜日に仲間と照國・八坂両神社に毎回祈
願に行きます。
その甲斐あって家庭円満、不平不満問題無し、	子供達も

それぞれ幸せに生活して、	最高に満足しています。
大洋商会は昭和 34 年（私 8 歳）創業し、	今年 5 月に 65
周年を迎えます。私の夢はこの会社を百年企業に育てる事
です。県内には 260 社程の百年企業があるといわれていま
すが､	企業誕生から百年を目の当たりにした経営者は殆ど
いないのではないかと思います。
次回の卯年は 84 歳その次の卯年は 96 歳その次の卯年が
いよいよ 108 歳で会社の百周年になります。
私の還暦（卯年）	の時に三代目が東京から帰郷し、6年前
に代表を就任しており、	私の夢は目標にかわりました。	幸
福で健康に 108 歳を迎え百周年事業を盛大に行える事を人
生の集大成にしたいと思っています。

●椨　茂吉君／連続出席ありがとう。会員の中で一番遠い薩摩
川内から毎週来て居ます。
●濵薗　義弘君／誕生日祝いありがとうございました。
●本坊　修君／連続出席表彰有難うございます。６年ですかね。
岡部さんを見習って今後も頑張ります。
●志賀　啓一君／誕生祝ありがとうございました。先週欠席し
て失礼しました。50 歳になります。これからも健康に気を付
けます。

●丸山　健太郎君／誕生日祝いをありがとうございました。63
才になりましたが、たいした感慨はありません。子どもたちか
らも祝いのメールすらなく誕生日を覚えてくださっているのは
当クラブだけです。今後ともよろしくお願いいたします。
●大迫　哲也君／誕生日祝ありがとうございます。早いもので
65才になりました。日々、楽しく暮らしていきたいと思います。
●２月６日情報集会／２月６日情報集会よりスマイル致しま
す。「ラウンドテーブルを盛り上げるには？」というテーマで
盛り上がりました。参加会員：田中、松元、海江田、里、高岡、
中間、平山、本坊、前迫、稲留

２月13日のスマイル　小計 27,253円　2022〜2023年度　累計 482,410円

連続出席表彰連続出席表彰


