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第 2018回例会  平成 28年 8月 8日（月曜日）第 5号  

 

本日の例会 ８月８日（月） 第２例会 

◎ソング 「町に灯を」 

◎卓 話 

◎ゲストスピーカー 

『 ワインの話 』 

セラー秋山  

オーナーソムリエ 小林 佳代子 様 

担当：浅野 光男会員 

◎本日の献立 フランス肉料理 

次回の例会 ８月２９日（月） 第４例会 

◎ソング 「町に灯を」 

◎卓 話 

 

『 光触媒について 』 

担当：三木 武志会員 

前回の例会 ８月１日（月） 第１例会 

 

会長挨拶           小川 高弘会長 

皆さんこんにちは。 

まずは前回の例会の欠席をお詫びいたします。 

 さて８月２・３日に台湾・鹿港ロータリークラブの支

援金と当クラブの支援金そして粗品として、文具セット 

１７０個を携えて、佐藤会員・百済会員・岩橋会員・中

村幹事そして私の５名で現地プロジェクトの「上天草へ

ギョギョギョなバスツアー」に奉仕活動をしに行って来

ました。 

８月２日は日本国際飢餓対策機構の鶴浦さんの案内で

南阿蘇村と益城町の被災地視察に行って来ました。 

南阿蘇村では現地の被災者の菅原まさ子さんの案内で 

４月１６日未明の本震で崩落した「阿蘇大橋崩落現場」

に行きました。 

それは想像も絶する大きな崩落で地震の恐ろしさを改め

て実感しました。 

また、そのすぐ横には「東海大学・農学部」があり、

近くには倒壊し死者の出た学生寮があります。 

またこの梅雨で山の崩落があちこちであったそうです。 

益城町は「阪神淡路大震災」を思わせるほどの家屋倒壊

がありました。 

益城町の避難者数は本震当日には 16,050 人でしたが現

在は 1,000 人を切ったそうです。 

８月３日は「上天草へギョギョギョなバスツアー」の

奉仕活動プロジェクトに参加してきました。 

被災地域５か所の子供達とご両親の参加で大型バス６台

での参加です。シークレットゲストのさかなクンの登場

時やさかなクンのイベント時には子供大人問わず大きな

歓声や楽しそうな笑顔が見られこのイベントに協賛して

よかったなと思いました。大切な鹿港ロータリークラブ

の支援金と当クラブの支援金を有意義に使えたと思いま

した。このことは９月５日の卓話の時間に岩橋会員から

詳しく報告して頂きます。 

幹 事 報 告           幹事 中村 徹 

1. 本日例会終了後、第 2 回定例理事役員会を５階サル

ビアの間にて開催致します。理事役員の皆様にはよ

ろしくお願い致します。 

2. 東輪会ゴルフコンペの案内が東大阪ロータリークラ

ブから、来ております。回覧しておりますので、ご

参加のほどよろしくお願い致します。 

3. 次週、８月１５日は夏季休会です。ご確認の程宜し

くお願い致します。 

出 席 報 告          飯田 政信 委員  

本日の会員数 ２３名 

本日の出席者数 １９名 

本日の出席規定適用免除会員 １０名 

本日の出席率 ９０．４８％ 

６月１３日の修正出席率 ９２．１８％ 

メークアップの報告 
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小川会長 東大阪ＲＣ（7/20）八尾中央ＲＣ（7/5） 

中村幹事 東大阪ＲＣ（7/20）東大阪東ＲＣ（7/7） 

百済会員 八尾ＲＣ（7/13）大阪柏原ＲＣ（7/19） 

佐藤会員 八尾中央ＲＣ（7/7）大阪ネクスト（7/13） 

三木会員 東大阪西ＲＣ（7/4）大阪みどりＲＣ（7/7） 

浅野会員 八尾ＲＣ（7/13）沖縄宮古島ＲＣ（7 月 23 日） 

岡本会員 大阪ネクスト（7/13） 

岩橋会員 八尾東ＲＣ（7/29） 

ニコニコ箱報告       岡本慎一 副ＳＡＡ 

中村幹事 いよいよ、明日、熊本に支援活動に行って参

ります。皆様によい活動報告が出来るよう頑

張ってきます。 

百済会員 金子虎史さん。お帰りなさい！ 

三木会員 新しい年度がはじまります。1 年宜しくお願

い致します。 

金子会員 息子の虎史がお世話になりました。会員の皆

様、本当に有難うございました。 

８月のお祝い             

〇入会記念日 中塚会員 

〇会員誕生日 細川会員 

〇夫人誕生日 近藤貴子様 百済孝子様 伊藤真諭子 

〇結婚記念日 三木会員 

〇創業記念日 渡辺 中塚 (各会員) 

〇７月の内祝いニコニコ 累計 157,500 円 

〇７月のニコニコ箱 346,000 円 累計  346,000 円 

米山奨学生   グオバツキ、ヤクブ ボイチェフ 

私の大学院の卒業論文のテーマと研究対象にしたいと

思っているのは、「日本人の外来語の意識と英語教育との

相関性」である。そのテーマを選ぶ動機になったのは、

日本人は外来語についての知識が少なく、外来語の扱い

方が、とくに英語教育の面からみると、漠然としている

からである。ここに特に問題になっているのは、英語か

ら派生した外来語を英語として扱うか、日本語として扱

うか、という肝心な課題である。ただし、外来語が英語

から派生しているといっても、意味、発音、文法がその

まま日本語に取り入れたわけではない。外来語にも種類

があって、英語とかなり近いものもあれば、英語とはあ

まり関係の持たない、日本人が作った和製英語もある。

とくに後者が英語の習得に支障を与えると私は考えてい

る。多くの日本人の学生の意識では英語がある種のファ

ッションになっていて、コミュニケーションとしての手

段の意識が薄いことから、外来語の本当の派生を追及す

る希望がなく、外来語を英語として捕らえる傾向がある

と思われる。そのことから、英語を勉強するにあたって、

外来語の発音を使ったり、英語にない言葉を使ったりす

る問題が生じる。そういうことから、外来語は英語教育

の支障になっていて、外来語とは関係なく英語を教えた

ほうがいい、または、外来語は英語の教育に使ったら、

文法はともあれ、語彙の勉強の負担をかなり減らすこと

はできないのかと、二つの質問が生まれてくる。 

 この二つの質問にはっきりとした答えを出すのは難し

いにも関わらず、外来語は部分的に英語教育に使用でき

ると私は考えている。私はこの問題の解決として提案し

たいのは、外来語の種類、派生、構造、アクセントや意

味的な側面を考慮しながら、英語教育の役に立てる外来

語のリストを拵えてみたいと思っている。そこで英語習

得の際、外来語にどんな利点があるのを明らかにして、

実際授業でその知識を導入できると信じている。 

 本研究で次のような考え方を立証してみたいと考えて

いる。日本語で起きる外来語は近頃多いに批判されてい

るのに関わらず、日本語に外来語を取り入れることはコ

ミュニケーションをスムーズにし、自然な現象で、それ

自体は問題ではないと考えている。問題なのは外来語に

ついての知識が不足しているため、英語の習得過程に問

題が生じるということにある。その解決として、考えら

れるのは英語を教えるなかで外来語の知識も補わなけれ

ばならないのである。 

交換留学生帰国挨拶       金子 虎史君 

Hello everyone.  

I got to Japan 

almost a month 

ago safely. First of 

all I wanna say 

thank you for 

supporting me a 

lot.  

I eally preciate it. 

I really enjoyed 

my exchange year. 

I can not believe 

that my exchange 

year is over because the time goes by so fast. I 

haven't found the wards to explain or thank or 

anything.I remember everything from beginning of 

my exchange life. That was extremely hard to lived 

in the different country and make friends, build 

relationship with friends, family to use different 

language which I had no clue. But now I made it 

everything. All process that l struggle made me so 

much. This exchange year has changed me a lot. 

Gained new sense of value, I became more open, 

language ability... These are going to help me until 

the end of my life. I'm glad I became exchange 

student and there were so many happy moments 

more than sad or hard one's. Every single factor was 

amazing my school my friends my host families my 

trips the rotary weekends,and all the new 

experiences. This was the best year of my life and 

I'll never forget all the great moments l lived in the 

United States and all the incredible people I met in 

my exchange year.  

So I wanna say thank you to rotary for giving me 

this wonderful life changing opportunity. Thanks to 

all of people that supported me so well. 

And I wanna say thank you to every single person 

that I met on this year. 
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