


　

　

１．コロナ禍におけるメーキャップ特例扱いについて

　　例会欠席者のメーキャップ特例扱いは６月30日

までとする。

　　次年度の取り扱いについては、次年度の理事会

でお諮りいただく。

　

　

2022－23年度 第１回新年度理事会 2022年５月17日

杉原　馬場　川野　山本　永田　髙山　岩尾

橋本仁　麻生　三又

＜議題＞

１．2022－23年度年間スケジュールについて（別紙

配布）

２．リレー・フォー・ライフジャパン大分の参加に

ついて

　　2022年10月９日大分スポーツ公園大芝生広場

　　⇒今年度は参加をする。東明高校インターアク

トクラブにもご案内をする。

３．各委員会活動及び事業費予算について

　　基本的には委員長からの提出内容に沿って進め

る。会長・幹事が予算組みをした上で予算決定

を一任していただきたい。

４．ロータリー財団地区補助金申請について

　　2022－23年度の地区補助金プロジェクトは子ど

も食堂への食材及び女児向け生理用品の支援を

する。

５．2023年６月27日さよなら夜の例会、会費入金

後の返金対応について

　　年度末決算締めの都合上、例年同様、例会案内

文書に「入金後のキャンセルは返金しない」旨

記載することを条件に返金しない。参加で

8,000円入金後、欠席の場合は差額4,000円を雑

収入へ繰入。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒以上承認

2021－22年度　第18回理事会　2022年６月７日

川野　杉原　中野　仲摩　山本　橋本均　岩尾

鈴木宗　小野

＜議題＞

　ロータリー合同事務局運営委員の選出について

　ロータリー合同事務局に現在選出している、福田

健二会員が６月30日をもって任期満了(４年)。後任

の委員として橋本　仁会員を合同事務局運営委員に

選出する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒承認

緒方保宜会員へ川野会長から誕生日のプレゼントが

贈呈され、ご本人からコメントをいただきました。

　

　

“定時制・通信制高校の現状と魅力について”

　　　　　　　　　　　大分県立爽風館高等学校

　　　　　　　　　　　　　校長　鶴原　誠二　氏

１　爽風館高校について

　　平成17年３月　高校改革推進計画（前期）で碩

信高校、大分中央高校、別府鶴見丘高校定時制を

発展的に統合し、独立単位制高校設置に向けた準

備を平成19年度から着手することが決定。

　　平成22年４月大分県立爽風館高校開校式ならび

に第１回入学式実施

　　令和元年11月に創立10周年記念式典を挙行し、

本年度で創立13年目となる。

２　定時制・通信制高校の現状

　　全国では全日制高校4248校（84.1％）校に対し

て定時制（全定併設含め）639校（11.4％)、通信

制は253校（4.5％）であり、生徒数は全日制

91.7％に対して定時制2.4％、通信制は5.9％の

197,696名が在籍している。

　　一方、大分県では29,400名の高校生のうち、約

3.3％の984名が通信制で学んでいる。(令和２年

度)

３　爽風館高校の人員構成について

　　３部制課程（定時制）

　　　Ⅰ部（午前）…… 252名

　　　Ⅱ部（昼）……… 214名

　　　Ⅲ部（夜）………  49名　 ３部制合計515名

　　通信制課程………… 984名

　　　爽風館高校全体として1,499名が在籍

　　　教職員は117名が在籍

　　　　　　　　　　　　（令和４年４月20現在)

４　学校の特色

　　３部・通信制問わず、完全単位制で前期後期の

２学期制で時間割は各自のペースや進路目標を見

据え、一人一人オリジナルの時間割を組み、最短

３年、最大６年間かけて卒業するシステムで、学

年のような概念はなく、留年もなく、74単位修得

の条件を満たせば卒業となる。

　　制服はなく、校則も最低限のルールだけである

ので、髪型や髪の毛の色ももちろん自由となって

いるが、授業態度や、遅刻、欠席に対するペナル

ティーは大きく、補講や追試等の救済措置はない

ので、各自の自主性、自立性が必要である。

　　また、通常の春卒業、入学に加えて本校では秋

卒業、秋入学も可能となっている。

５　通信制の特色

　　通信制は月２回程度のスクーリングが日曜日に

実施され、通常のレポート提出が基本となり、生

徒自身の学習管理が必要ではあるが、その分自由

度も高く、塾等に通い難関大学を目指したり、俳

優や声優を希望し、専門学校で学ぶ生徒も多数在

籍している。

　　また、ウィークデーに授業がないので、アルバ

イトや正社員として働く生徒も多く、同じ年代の

高校生に比べて社会性が高い生徒がいることも特

徴である。

６　社会の多様性の広がりを受けて

 　近年の高校生を取り巻く情勢は大きく変化し、

普通科進学校だけでなく、生徒自らの個性や、中

学・前籍高校時代の不登校経験から本校に転入・

編入してくる生徒も多く、通信制はそういった意

味でも高校としてのセーフティーネット的な役割

も持っているが、昨今のＴＶＣＭに登場する私立

通信制高校の影響もあり、今までの勤労青少年の

ための高校から大きく変貌しつつあり、多様性が

認められる現代社会においては可能性の高い高校

である。

●西野　誠会員（２口）

　初めて個人でニコボックスします。昨年４月に大

分に着任、それまで全然だったゴルフを昨年12月より

練習を始め、３月19日～大分でのコースデビュー

を果たしましたが、先日城島高原ゴルフクラブ18番

ホールで生まれて初めて「パー」が取れました！

　あの谷越えの難しいホールでパーが取れ、年甲斐

もなく思わずガッツポーズと雄叫びを上げてしまい

ました。まだ自己ベストは127と全然ですが、大分

でのゴルフライフを満喫しています。喜びを込めて

ニコボックス致します。

●６月創業記念日の会員です。益々のご発展をお祈

　りいたします（各５口）

　緒方正朋会員　　㈱大分中央ゴルフ　　昭和48年

　澤田　清会員　　ホテル日航大分オアシスタワー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成８年

　

　

■７月23日　地区クラブ活性化ワークショップ

　ホルトホール大分　12：30～16：00

　

　

６月28日　さよなら夜の例会

　　　　　　18：30点鐘～例会行事～懇親会

　　　　　　ホテル日航大分オアシスタワー５階

　　　　　　孔雀の間

７月５日　クラブ協議会（全員協議会）

７月12日　親睦夜間例会

　　　　　　大分第４グループ藤田ガバナー補佐訪問

　　　　　　18：30点鐘～例会行事～懇親会

　　　　　　ホテル日航大分オアシスタワー３階

　　　　　　※懇親会費 2,000円(出席者へ後日請求)

７月19日　定款第７条第１節に基づく休会

７月26日　上期クラブ協議会（全員協議会）

　　　　　　新委員長より活動計画発表

例　会　予　定

お　知　ら　せ

会員誕生日お祝い

鈴木Ｓ.Ａ.Ａ.ニコボックス

卓　　　　　話

仲摩幹事幹　事　報　告

理 事 会 報 告

ＭＥＭＯ

例　会　変　更

クラブ名 開催日 会　　　場

週報編集担当者

和　田　政　則６月28日号

吉　野　敏　成７月５日号

土　屋　勝　俊７月12日号

尾　野　文　俊７月26日号

ト キ ハ 会 館6/23(木)大 分 東

6/27(月)大分臨海 ホテル日航大分オアシスタワー

6/29(水)大分城西 ホテル日航大分オアシスタワー

新 会 員 紹 介

氏　　　　　名

職　業　分　類

所 属 委 員 会

勤　　務　　先

役　　職　　名

所　　在　　地

勤 務 先 電 話

勤務先ＦＡＸ

創(開)業年月日

趣　　　　　味

推　薦　会　員

松　井　　　保（1967年生まれ）

医薬品配付

社会奉仕委員会

㈱フォレストホールディングス

秘書室長

大分市西大道２－３－８

097－543－2025

097－546－2051

明治12年７月１日

散歩

鈴木宗嚴会員

マツ イ タモツ

事務局よりお願い

例会中に委員会報告やその他発表をされた場合

は、週報作成の都合上、必ず翌日午前中までに

原稿を事務局までメール送信ください。
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ついて

　　2022年10月９日大分スポーツ公園大芝生広場

　　⇒今年度は参加をする。東明高校インターアク

トクラブにもご案内をする。

３．各委員会活動及び事業費予算について

　　基本的には委員長からの提出内容に沿って進め

る。会長・幹事が予算組みをした上で予算決定

を一任していただきたい。

４．ロータリー財団地区補助金申請について

　　2022－23年度の地区補助金プロジェクトは子ど

も食堂への食材及び女児向け生理用品の支援を

する。

５．2023年６月27日さよなら夜の例会、会費入金

後の返金対応について

　　年度末決算締めの都合上、例年同様、例会案内

文書に「入金後のキャンセルは返金しない」旨

記載することを条件に返金しない。参加で

8,000円入金後、欠席の場合は差額4,000円を雑

収入へ繰入。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒以上承認

2021－22年度　第18回理事会　2022年６月７日

川野　杉原　中野　仲摩　山本　橋本均　岩尾

鈴木宗　小野

＜議題＞

　ロータリー合同事務局運営委員の選出について

　ロータリー合同事務局に現在選出している、福田

健二会員が６月30日をもって任期満了(４年)。後任

の委員として橋本　仁会員を合同事務局運営委員に

選出する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒承認

緒方保宜会員へ川野会長から誕生日のプレゼントが

贈呈され、ご本人からコメントをいただきました。

　

　

“定時制・通信制高校の現状と魅力について”

　　　　　　　　　　　大分県立爽風館高等学校

　　　　　　　　　　　　　校長　鶴原　誠二　氏

１　爽風館高校について

　　平成17年３月　高校改革推進計画（前期）で碩

信高校、大分中央高校、別府鶴見丘高校定時制を

発展的に統合し、独立単位制高校設置に向けた準

備を平成19年度から着手することが決定。

　　平成22年４月大分県立爽風館高校開校式ならび

に第１回入学式実施

　　令和元年11月に創立10周年記念式典を挙行し、

本年度で創立13年目となる。

２　定時制・通信制高校の現状

　　全国では全日制高校4248校（84.1％）校に対し

て定時制（全定併設含め）639校（11.4％)、通信

制は253校（4.5％）であり、生徒数は全日制

91.7％に対して定時制2.4％、通信制は5.9％の

197,696名が在籍している。

　　一方、大分県では29,400名の高校生のうち、約

3.3％の984名が通信制で学んでいる。(令和２年

度)

３　爽風館高校の人員構成について

　　３部制課程（定時制）

　　　Ⅰ部（午前）…… 252名

　　　Ⅱ部（昼）……… 214名

　　　Ⅲ部（夜）………  49名　 ３部制合計515名

　　通信制課程………… 984名

　　　爽風館高校全体として1,499名が在籍

　　　教職員は117名が在籍

　　　　　　　　　　　　（令和４年４月20現在)

４　学校の特色

　　３部・通信制問わず、完全単位制で前期後期の

２学期制で時間割は各自のペースや進路目標を見

据え、一人一人オリジナルの時間割を組み、最短

３年、最大６年間かけて卒業するシステムで、学

年のような概念はなく、留年もなく、74単位修得

の条件を満たせば卒業となる。

　　制服はなく、校則も最低限のルールだけである

ので、髪型や髪の毛の色ももちろん自由となって

いるが、授業態度や、遅刻、欠席に対するペナル

ティーは大きく、補講や追試等の救済措置はない

ので、各自の自主性、自立性が必要である。

　　また、通常の春卒業、入学に加えて本校では秋

卒業、秋入学も可能となっている。

５　通信制の特色

　　通信制は月２回程度のスクーリングが日曜日に

実施され、通常のレポート提出が基本となり、生

徒自身の学習管理が必要ではあるが、その分自由

度も高く、塾等に通い難関大学を目指したり、俳

優や声優を希望し、専門学校で学ぶ生徒も多数在

籍している。

　　また、ウィークデーに授業がないので、アルバ

イトや正社員として働く生徒も多く、同じ年代の

高校生に比べて社会性が高い生徒がいることも特

徴である。

６　社会の多様性の広がりを受けて

 　近年の高校生を取り巻く情勢は大きく変化し、

普通科進学校だけでなく、生徒自らの個性や、中

学・前籍高校時代の不登校経験から本校に転入・

編入してくる生徒も多く、通信制はそういった意

味でも高校としてのセーフティーネット的な役割

も持っているが、昨今のＴＶＣＭに登場する私立

通信制高校の影響もあり、今までの勤労青少年の

ための高校から大きく変貌しつつあり、多様性が

認められる現代社会においては可能性の高い高校

である。

●西野　誠会員（２口）

　初めて個人でニコボックスします。昨年４月に大

分に着任、それまで全然だったゴルフを昨年12月より

練習を始め、３月19日～大分でのコースデビュー

を果たしましたが、先日城島高原ゴルフクラブ18番

ホールで生まれて初めて「パー」が取れました！

　あの谷越えの難しいホールでパーが取れ、年甲斐

もなく思わずガッツポーズと雄叫びを上げてしまい

ました。まだ自己ベストは127と全然ですが、大分

でのゴルフライフを満喫しています。喜びを込めて

ニコボックス致します。

●６月創業記念日の会員です。益々のご発展をお祈

　りいたします（各５口）

　緒方正朋会員　　㈱大分中央ゴルフ　　昭和48年

　澤田　清会員　　ホテル日航大分オアシスタワー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成８年

　

　

■７月23日　地区クラブ活性化ワークショップ

　ホルトホール大分　12：30～16：00

　

　

６月28日　さよなら夜の例会

　　　　　　18：30点鐘～例会行事～懇親会

　　　　　　ホテル日航大分オアシスタワー５階

　　　　　　孔雀の間

７月５日　クラブ協議会（全員協議会）

７月12日　親睦夜間例会

　　　　　　大分第４グループ藤田ガバナー補佐訪問

　　　　　　18：30点鐘～例会行事～懇親会

　　　　　　ホテル日航大分オアシスタワー３階

　　　　　　※懇親会費 2,000円(出席者へ後日請求)

７月19日　定款第７条第１節に基づく休会

７月26日　上期クラブ協議会（全員協議会）

　　　　　　新委員長より活動計画発表

例　会　予　定

お　知　ら　せ

会員誕生日お祝い

鈴木Ｓ.Ａ.Ａ.ニコボックス

卓　　　　　話

仲摩幹事幹　事　報　告

理 事 会 報 告

ＭＥＭＯ

例　会　変　更

クラブ名 開催日 会　　　場

週報編集担当者

和　田　政　則６月28日号

吉　野　敏　成７月５日号

土　屋　勝　俊７月12日号

尾　野　文　俊７月26日号

ト キ ハ 会 館6/23(木)大 分 東

6/27(月)大分臨海 ホテル日航大分オアシスタワー

6/29(水)大分城西 ホテル日航大分オアシスタワー

新 会 員 紹 介

氏　　　　　名

職　業　分　類

所 属 委 員 会

勤　　務　　先

役　　職　　名

所　　在　　地

勤 務 先 電 話

勤務先ＦＡＸ

創(開)業年月日

趣　　　　　味

推　薦　会　員

松　井　　　保（1967年生まれ）

医薬品配付

社会奉仕委員会

㈱フォレストホールディングス

秘書室長

大分市西大道２－３－８

097－543－2025

097－546－2051

明治12年７月１日

散歩

鈴木宗嚴会員

マツ イ タモツ

事務局よりお願い

例会中に委員会報告やその他発表をされた場合

は、週報作成の都合上、必ず翌日午前中までに

原稿を事務局までメール送信ください。


