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第1183回（本年度 第26回）例会

会長挨拶
会長　村橋 義晃

米山記念奨学会からクラブ単位の寄付額に対して100万円毎に送
られるクラブ米山功労賞を受領致しましたので、皆様にお知らせ致
します。

先週の例会に来訪された茨木RCの簡会員から卓話を依頼され、昨日、
茨木RCを訪問してまいりました。25年前に大森ガバナーを輩出され
た創立58年の歴史のあるクラブであります。

本日のプログラム

次回 2/1 のお知らせ

♬SONG : 「4つのテスト」
■上半期新入会員歓迎会のため夜例会
　18：00～　例会
　18：30～　歓迎会　　
　会場：桜苑
　北村 薫 会員・丸山 澄高 会員

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　委員会報告
　各委員会委員長
■第3回 クラブ協議会
　13：40～　サファイアルーム



2017-18年度第1182回（第25回例会）
幹事報告 (1/18)

幹事  辻 義光

■本日の卓話は檜皮会員です。檜皮会員よろしくお
願いいたします。

■1月25日（木）は夜例会と上半期新入会員歓迎会
です。

　1．例会　　　　　　18：00

　2．新入会員歓迎会　18：30

現在、会員数30名内3名が女性会員であり、当時の
会員は世代交代にて殆ど在籍されていませんが、
2020-21年度にガバナーを輩出するクラブとして準
備を進めるにあたり、地区組織やクラブとの関係、主
要行事の要点、ガバナー年度の準備スケジュール等、
ホストクラブとして準備しておくべき順序と要件につ
いて、ガバナー年度に経験してきた事をお話してまい
りました。

最後に「足掛3年のガバナー年度活動を終えた時に
“やって良かったね”と会員同士が言い合える様なク
ラブになられることを願っています」と言いながら、
我々の活動も同様でありたいと思いながら30分の卓
話を終えた次第です。

■地区より「2017-18年度第2回クラブ国際奉仕委
員長会議のご案内」が来ております。

　1．日時：2018年1月20日（土）10：00～12：00

　2．場所：OMMビル2階　会議室

■2月1日（木）は委員会報告です。各委員長よろしく
お願いいたします。

　例会終了後、第3回クラブ協議会があります。各委
員長ご出席よろしくおねがいいたします。

■2月8日（木）の卓話は井本会員です。井本会員よろ
しくお願いいたします。

■地区より｢2018-19年度のための地区チーム研修
セミナー｣のご案内が来ています。

　このセミナーは次期委員長と地区委員が新年度に
向けて就任に備える為に開催されます。次年度地
区委員の皆様はご出席のほどお願いいたします。

　出欠の回答は2018年1月26日まで。

　1．日時：2018年2月10日（土）13：00～16：54

　2．場所：大阪国際会議場 3階　イベントホールA

■地区より「会長エレクト研修セミナー（PETS）出席
義務について」の案内が来ています。

　1．日時：2018年3月3日（土）

　2．場所：大阪国際会議場

　西田会長エレクト、出席お願いいたします。

・サーモンのコンフィー　フレンチトースト添え
・牛フィレ肉のステーキ　温野菜添え　赤ワインソース
・メスクランサラダ、コーヒー、パン

本日のメニュー



「英語」小学校の正式教科に
小学校。中学校、髙校や特別支援で教えなければ
ならない学習内容の最低基準を「学習指導要領」
といいます。教育の内容が時代の変化に対応でき
るように、だいたい10年毎に改定されています。
今は、5,6年生で歌を歌うなどして楽しみながら学
ぶ「外国語活動」として週1時間（単位時間45分）
年間35時間の授業がありますが、2020年から正
式な教科にして週2時間、年間70時間学ぶことに
なります。
これまで学んでなかった3,4年生は週1時間、「外国
語活動」の英語を勉強します。交通機関や通信の
発達で国際化が進んでいます。英語は世界の共通
語ともいえる役割を果たしており、英語にできるだ
け早く慣れて、英語を話せる人をどんどん増やそう
というのが狙いです。
問題もあります。これまで小学校の先生は英語を
教える免許が必要でありませんでした。地域によっ
ては、既に担任の先生のほかに日本人の英語専科
の先生、AET（外国語指導助手）3人で指導してお
ります。文科省は国の研修を受けた先生を「英語教
育推進リーダー」にし、このリーダーから学んで先
生を増やし、全国にある約2万校の小学校に配置
することを考えています。

国際化の進展に対応して学習指導要領を改定
の専門家たちの賛否両論

賛成：①グローバル化が進み、政治・経済を問わず
様々な分野で外国との交流は増えている。
②日本企業の中にも英語を公用語にする会
社も出始めている。
③世界の共通語の様になっている英語をで
きるだけ早く始めて、英語でコミュニケー
ションができるようになった方がよい
④情報通信技術（ICT）を使えば海外の人
たちとも交流でき、学習に役立てること

ことばの不思議さ

檜皮 悦子 会員

もできる
⑤生徒と教員がともに、英語や外国人との
出会いを重ねて学ぶことは“世界の中で
異文化と共に生きることを学ぶ

反対：①単語も文法も知らない入門期の小学生に
英語を教えるには、音声を中心にする必
要がありますが、これには教員の高い力
量が必要です。
②英語指導者を育み支える人員の確保や研
修、予算は不十分の状態でそのような状
態で小学校から英語を教えても学習効果
は期待できない。
③教員は今でも生徒たちヘの生活指導等日
常業務に追われてるので負担が増す
④英語学習早ければ早いほど良いという
意見もありますが、裏付けはなく、むしろ
分析能力が付く中学生になって始める
方が良い

卓話でもお話しさせていただきましたが、赤ちゃんが
母語である日本語を獲得する以上に子供が外国語
を習得するのは難しいと思います。
赤ちゃんが言葉を覚えるとき、父親、母親の母語はど
のように影響するだろうか。その子の生活の中で、そ
の言葉がどれくらいの比率を占めているかに応じて
どんどん変化していくと思う。家庭が中心の生活の内
は親の母語の影響を受けやすいが、保育園、幼稚園
で過ごす時間が長くなると外で使われている言葉を
話すようになるケースが多いと思う。
日本人にとって英語のLとRの音の様に、日本語では
区別されないが、別の言語では区別される音でもあ
る。赤ちゃんは生後半年頃までは違いに反応するも
のの、1歳までには母語で区別しない音の違いは余り
気にしなくなるという。こうした情報から「早くから英
語を習わせよう」と考えるけれども、しかし音の聞き
分けは赤ちゃんが自分にとって必要な言語での音の
聞き分けに集中するということの裏返しである。
即ち、聞き分けができなくなるという捉えかたではな
く、どの音を聞かなくてはいけないかを選んだと思う。
子供にとり外国語の習得は、その言葉が意味あるも
のになって初めて、その子の血肉になる。背景で機械
的に流されているオーディオ教材は子供にとってた
だの環境音だと思う。「母語でも外国語でもその子供
とコミュニケーションを取りたいと思う生身の働きか
け、環境づくりを重ねることにより言葉を育む」と思う。
私も外国語の指導においてそのことを心にとめてお
きたいと思います。











職場訪問予定地視察報告

1月18日例会終了後、茨木市彩都にあるユニバーサル園芸社を視察しました。

早瀬会員と旧知の森坂社長自ら出迎えて下さり、経営理念について有意義なお話を聞かせて頂きました。その後、社
員の方に園内を案内して頂き、美しい木や花を拝見し、心が洗われました。

最後に再び、森坂社長と園内の喫茶店でお話をさせて頂きました。

戸田 佳孝

メンバー（敬称略）：早瀬（委員長）、檜皮（副委員長）、西田（会長エレクト）、村上（次年度委員長）、戸田（副委員長）



ニコニコBOX

村橋：檜皮さん、卓話よろしくお願いいたします。

西田：檜皮さん、卓話楽しみです。ニコニコ

早瀬：檜皮さん、頑張ってね。

嶽下：ニコニコ

吉田：ニコニコ

山本：戸田先生、お世話になりました。
檜皮さん、卓話頑張って下さい

金森：孫二人の願いがかなった喜びに

下岡：ニコニコ

前田：皆さんお久しぶりです。今年も宜しくお願いしま
す。早退します。

村上：檜皮さん、卓話楽しみです。ニコニコ

檜皮：本日の卓話、宜しくお願いします。

戸田：来週歓迎会ですが、よろしければ8時から7チャ
ンネルの録画予約をお願いします。

栗山：ニコニコ

坂本：明けましておめでとうございます。今年も宜しく
お願いいたします。

井本：先週年始で休んでしまいました。今年も宜しく
お願いします。

藤本：檜皮会員、卓話頑張って下さい。

松任：本当に有難うございました。
いつの日か中之島に戻れるよう、温かく見守っ
ていただきたいです。

本日合計 : ￥77,000
累　計 : ￥1,106,000
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●出席報告
会員数 32名 国内ビジター 0名
名誉会員数 6名 外国ビジター 0名
免除会員 2名 国内ゲスト 0名
出席者 23名 外国ゲスト 0名
欠席者 7名

出席率 76.66 %
12月14日の修正出席率 93.33 %

●メイクアップ
前田 隆司 12月  7 日 親睦委員会打ち合わ
  せ懇親会
丸山 澄高 12月  7 日 親睦委員会打ち合わ
  せ懇親会
吉田 　了 12月  7 日 親睦委員会打ち合わ
  せ懇親会
戸田 佳孝 12月21日 SAA委員会打ち合わ
  せ懇親会
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例会開会 司会進行 SAA 戸田 佳孝

開会点鐘  会長 村橋 義晃

ロータリーソング ソング委員 檜皮 悦子
会長挨拶  会長 村橋 義晃

幹事報告  幹事 辻　 義光

委員会報告
出席率報告  藤本 淳司

ニコニコ発表 SAA 金森 市造

閉会点鐘  会長 村橋 義晃

18：35 開　　会 司会進行 北村 　讓

18：36 開会挨拶 親睦委員長 北村 　讓

18：40 乾　　杯 会長エレクト 西田 末彦

 会食・歓談
19：15 新入会員の紹介と挨拶
  新入会員 北村 　薫
   丸山 澄高

20：20 閉会挨拶 次年度会長ノミニー
   金森 市造

20：25 手に手つないで
  ソング委員 檜皮 悦子

20：30 閉　　会

上半期新入会員歓迎会
プログラム

日時：平成30年1月25日（木）
会場：太閤園　桜苑

松任会員が退会のあいさつをされました。

＜例会＞ 18：00～18：30

＜歓迎会＞ 18：35～20：30


