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▲ ソ　ン　グ　「奉仕の理想」
　　　　　　　　　　　草野　　旦　会員
▲ プログラム　
　　　　　　　　年度末会務報告

次 週 予 告 6月20日（水）本日の例会
▲ ソ　ン　グ　「Be A Rotarian」
　　　　　　　　　　　馬場　和代　会員
▲ プログラム　
　　　　　　　　次年度活動計画

6月13日（水）

第911回例会報告 6月6日（水）
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R.I.会長テーマ“こころの中を見つめよう　博愛を広げるために”
REACH WITHIN TO EMBRACE HUMANITY

カルヤン・バネルジー

栗 田 義 博 田 中 哲 三 桑 田 昭 世

会 長 の 時 間

　　　　阪神第３グループ ガバナー補佐
　　　　　　　　　　　下山　隆一郎　様
　「光陰矢のごとし」。過ぎ去れば早いもの
で、あっという間の１年間でした。ガバナ
ー補佐の重責を果たせたのも、皆様方のあ
たたかいご支援の賜物と感謝申し上げます。
　この１年間の貴重な経験を、今後の人生
に生かしていきたいと思います。
　貴クラブのますますのご隆盛と、皆様方
のご健勝、ご多幸を祈念し、お礼の言葉と
いたします。

　　　　　　　　　　　会長　栗田　義博

　今日は金星が太陽の前を通るという天体
ショーがみられました。皆様ごらんになり
ましたでしょうか。私も遮光グラスで見た
のですが、金星が小さすぎてよくわかりま
せんでした。視力がめっきり落ちてしまっ
たことをうらんでおります。テレビではは
っきり写っておりましたね。こちらをごら
んになられた方は多いことと思います。こ
の金星の太陽面通過を含め、ここ20日ほど
の間に金環日食、部分月食と、めったに見
られない天体ショーが観察されました。こ
の様な時に会長をさせて頂けたのは科学を
愛する私は偶然の名誉と思っております。

　さて、この６月２日の土曜日には今期最
後の当地区の会長・幹事会がありました。
場所は三田の藤の坊で、皆様とは数年前に
ここの別館で松茸パーティーをしましたね。
あの時の場所とは違って本館は神電の横山
から徒歩2、3分の所にあります。この日は
超大吟醸のお酒を三田RCの安行会長が鯖江
RCの方からとり寄せて下さり、久しぶりに
酔ってしまいました。
　さて、６月１日に私は用事で電車で三宮
の県医師会館へ行ったのですが、この時車
内で「金持ちになる男、貧乏になる男」と
いう本の広告を見つけました。そこには色
々あったのですが、何個か目に止まったも
のがあり、早速書店で買いました。金持ち
と貧乏を対比させて100のタイトルが書い
てあったのですが、私はこのすべてではあ
りませんが、いくつか、金持ち＝ロータリ
アン、貧乏＝そうでない人とあてはめてみ
るとピッタリくることに気づきました。つ
まり『貧乏になる男は「嫌いなこと」をし
てお金を稼ぎ、金持ちになる男は「大好き
なこと」をして財産を築く』とか『貧乏に
なる男は「すぐに金持ちになりたい」と考
え、金持ちになる男は「金持ちにふさわし
い人物になろう」と考える』『貧乏になる
男は「小さく」考え、金持ちになる男は「
大きく」考える』『貧乏になる男は誰かに
「救出される」のを待ち、金持ちになる男
は自分で「道を切り開く」』などです。ロ
ータリアンたるもの自分の仕事を好きにな

《ご　挨　拶》
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り楽しく頑張り、ロータリアンにふさわし
くなろうと人生を切り開いて行こうではあ
りませんか。

◆卓話
「テレビの語学放送」

　　中村　敏治　会員
　昭和16年に小学校に
入ったが、その年の12
月に日米開戦となりま
した。
　５年生の８月に敗戦と
なり、我々が中学校に
入る前から、6・3・3制
となり、新制中学の第
一期生となりました。

　各市町村に新制中学を作ることになった
のですが、戦後のことで校舎も間にあわず、
一年間は旧い倉庫の中での授業でした。高
松市の近くの瀬戸内海に面した小さな町で、
英語の先生も、疎開で来ていた急造の先生
でした。
　中学校では英語の勉強をした記憶がほと
んどなく、野球の記憶だけです。
　新制高校入学の年から、学区制が始まり、
元女学校が男女共学となった第一期生で入
りました。
　担任が英語の先生でしたが、殆どの者が
英語ができてないので、高校の一年間は、
中学英語を初めからやり直しでした。
　それからは大学受験のための英語で、大
学の教養課程でも英語の授業がありました
が、英語会話は全く習わずでした。
　医者になってからも、英語で話すことは
殆どなかったのですが、昭和47年頃、急に
アメリカへ医学研修に一人で行くことにな
り、外国旅行は初めてでしたので、慌てて
２ヶ月ほどオージオ・カセットテープで会話
を聞いて、片言でなんとか行ってきました。
　その後、テレビの語学放送の番組も徐々
に増えてきて、たまには見ていたのですが、
5、6年前にDVDレコーダーになってからは、
自由に録画しておくことができるようにな
り、暇な時に見られて非常に便利になりま
した。
　英語の発音を正式に習ったことがないの
で、発音には引け目を感じておりました。
　昨年末のNHKテレビの語学放送の「3か

月トピック英会話」で「ジャズを歌って発
音マスター」と言う放送があり、発音の練
習のやりかたが大分わかった気になってお
ります。
　NHKの語学放送は今年春から「ヨーロッ
パ言語共通参照枠」のスタンダードを採用
し、「学ぶ英語」から「使う英語」にリニュ
ーアルを進めるとのことで、大分充実して
きたように思います。

◇
※５月30日の例会の卓話を以下に掲載しま
す。
「道徳教育読本作成の経緯」
　　　　　　　　　　　森脇　保仁　会員
１．教育基本法改正
　平成18年12月、戦後60年ぶり。
２．兵庫県教育振興基本計画作成、改正教
育基本法の理念を盛り込ませる（公共の精
神、伝統と文化の尊重、道徳教育の充実、
国を愛する態度）。
３．児童生徒が何度も読み返せる道徳副読
本に愛着を持たせる。親も家庭で一緒に読
めるために個人配布させる。井戸知事が平
成22年度作成に8,500万円。平成23年度初年
度より毎年2,000～2,700万円投入を約束。
４．道徳教育の流れ
　GHQの言論統制下、その強い圧力と日本
弱体化の大方針のもと、教育界の左傾化が
進められ、教育基本法が制定され、その後
教育勅語が廃止される。第一次（昭和21年）
第二次（昭和25年）米国教育使節団は道徳
教育を否定せず、但し、米国では学校教育
全体で取り組み、道徳の科目はなし。日本
では昭和33年、教科ではない道徳の時間が
設けられ、学校教育全体での取り組みに合
わせて位置づけられる。日教組の反対で道
徳は余り定着せず、昭和40年代後半、同和
問題の高まりと共に道徳の時間が人権教育
（同和問題、障害者問題、ジェンダーフリ
ー、外国人差別）や平和教育の時間へと変
質していく。これは今なお続いている。平
成７年、自社さ村山政権、与謝野文部大臣
のもと、文部省と日教組の対立が解消され
るが、週五日制やゆとり教育など日教組の
要求が次々と取り入れられる。平成12年、
兵庫県教委が文部科学省の職員会議を学校
の最高議決機関としてはならないという通
知をねじ曲げ、逆の通知をすると共に兵教
組との確認書問題が起きる。その後、文部

プ ロ グ ラ ム
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科学省より兵庫県へ指導が入る。平成14年、
こころのノートを文部科学省が作成するが、
日教組が反対運動を展開するも徐々に定
着した。しかし民主党政権の事業仕分けで
「価値観の押しつけ」とされ、平成21年度を
最後に冊子の配布を終了。

下山隆一郎　様（三田南RC）…１年間お世
　話になり、ありがとうございました。
味地　信之　様（三田南RC）…栗田会長様、
　田中幹事様はじめ宝塚中の皆様には今年
　度大変お世話になりました。
大門美智子　君…ガバナー補佐 下山隆一郎
　様、ガバナー補佐幹事 味地様、ようこそ
　おこし下さいました。ありがとうござい
　ます。地区助成金は何やらうけつけてい
　ただけたようです。ニコニコ！
蓮尾　春輝　君…いよいよ６月になりまし
　た。栗田会長は、ホッとしている事でしょ
　う。私は、お尻に火がついた気分です。
堀　　弘二　君…最後のニコニコがやっと
　出来ました。
木本　玲子　君…今日は南座に行って参り
　ました。歌舞伎に宝塚歌劇、落語と、楽
　しい日程がこのところ続いています。お
　陰様です。これからもずっと続く事を期
　待します。
草野　　旦　君…今期もラストコーナーを
　まわって、いよいよ後一月になりました。
　ここまで無事SAAの仕事がやれたのも皆
　様のおかげです。あと、もう少し…。ガ
　ンバリます！
槇野　　稔　君…一年間ガバナー補佐ごく
　ろう様でした。ニコニコ
大西　利哉　君…帳尻合わせでニコニコ
阪上　栄樹　君…下山様、味地様、ようこ
　そお越し下さいました。御苦労様でした。
　栗田丸もあと１ヶ月ですね！！ニコニコ！！
　我家のホタルも３年目になり今年はかな
　り増え毎夜いやされております。
竹原　善記　君…下山ガバナー補佐、味地
　セクレタリー、1年間ありがとうございま
　した。
田中　哲三　君…下山ガバナー補佐、味地
　補佐幹事、ようこそいらっしゃいました。
　6月は私の誕生月です。ニコニコ。
矢野　浩臣　君…残金一括納入。ノルマ達

　成！！ニコニコ。

　　本日合計　　　　　　　92,000円
　　本日までの累計　　1,109,814円
　　　　　　　　　（前田　正明　記）

◆本日のソング
　「君が代」「我等日本のロータリアンの歌」
　　　　　　　　　　　田辺朱希美　会員

◆出席報告

◆クラブゲスト
阪神第３グループ　ガバナー補佐
　下山隆一郎　様（三田南RC）
　味地　信之　様（三田南RC）

◆幹事報告
　　　　　　　　　　　幹事　田中　哲三
・月初、理事・役員会を例会終了後開催し
　ます。    
・6/2（土）阪神第三Gr.会長幹事会が三田
　RCホストで、藤の坊で開催されました。
　内容省略。
・ホテルからの連絡。6/20大人数のパーテ
　ィの予定。駐車場の混雑が予想されます。
　お車で来られる方はご留意ください。
・6/10（日）今期最後の親睦バスツアーが
　予定されています。集合時間・場所：8時
　30分宝塚ホテル前です。  
・西宮夙川RC25周年記念誌を回覧します。 
・米山奨学委員会から追加寄付のお願い。4
　月末現在、普通・特別寄付前年比及び予
　算比両方とも未達とのこと。

◆スポット
「理事・役員会議事録」
日　程　平成24年6月6日（水）
時　間　20時00分～20時30分
場　所　宝塚ホテル

メイキャップ出席免除者会員数 算　定 本　日 出席率

前々回
5月23日

本　日 33

33

4

4

29

29

24

23 5

82.76

96.55
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出席者　栗田・蓮尾・田中（哲）・前田・中
　　　　迫・草野・大西・阪上・細川・古
　　　　川・槇野　　
内　容
⑴次週、2013年度活動報告予定、各委員長
　に準備連絡する。
⑵次年度理事・役員会を6月中に開催し、
　プログラム・上期会費等早急に会員に通
　知する。
　活動計画書作成＆印刷の外注化了解する。
　但し、次年度理事・役員会で正式決定す
　ること。
　宝塚3クラブ合同例会ホスト4月予定、20
　周年記念とは別開催とする。
⑶HP掲載内容のチェックの件
　会長・幹事・広報委員長でチェック後掲
　載とする。
⑷次年度社会奉仕活動：子宮頚ガン予防支
　援活動（9/22講演会開催）　　
　後援依頼・案内ビラ等広報の準備時期、
　次年度役員は留意のこと
⑸今月の活動
・親睦バスツアー　6/10（日）
・宝塚3クラブ懇親ゴルフ　6/27（水）宝塚・
　宝塚武庫川から10名参加
・今年度理事・役員慰労会　6/30（土）

ホームページ
http://www.tknakarc.com

事務所 FAX番号　0797ー83ー1110
事務所 Eーメール　tknaka＠tknakarc.com

　米ネットワーク機器大手のシスコは、
2016年の全世界のインターネットユーザー数
が34億人になるとの予測を発表しました。
この数字は国連による世界推定人口の約45
％に相当します。4年後の16年にユーザー
数がもっとも多いエリアはアジア太平洋地
域と予想。国別でみるとインドがもっとも
急激に増加し、ブラジル、南アフリカが続
きます。また、携帯電話などのモバイルユ
ーザー数は11年の37億人から16年には45億
人に増加すると分析しています。まだまだ
日本にビジネスチャンスはありそうです。

ひとくち

親睦（日帰り）バスツアーを挙行
６月10日、日帰りバスツアーで司馬遼太郎記念館、柏原ブドウ園（堅
下ワイナリー）ほかを訪ねました。宝塚武庫川の水谷会員御夫妻が
特別参加、総勢19名（添乗の荒木さん含む）でした。

誕生日を迎えられた会員を皆でお祝いしました▶
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