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第 2075回例会  平成 30年 1月 29日（月曜日）第 21号  

 

本日の例会 １月２９日（月） 第３例会 

◎ソング 『奉仕の理想』 

◎卓 話 

 

◎米山奨学生 

澤田歯科  院長 澤田 宗久様 

「南太平洋における歯科医療奉仕活動

と青少年育成について」 

担当：鈴木 勝俊会員 

◎本日の献立 鰻丼と鰻巻き 

次回の例会 ２月５日（月） 第１例会 

◎卓 話 担当：佐藤三千秋会員 

◎本日の献立 軽食ワンプレート 

前回の例会 １月２２日（月） 第２例会 

◎ゲスト 

 

◎ビジター 

八尾東ＲＣ     石川 義一様 

          高岡 正和様 

大阪東ＲＣ     佐々木恭一様 

会 長 挨 拶             宮田 照男 会長 

みなさん こんにちは。本日は、八尾東ロータリー

クラブより、ＩＭロータリー・デーのＰＲに実行委

員長 石川 義一様と幹事 高岡 正和様にお越

しいただいております。宜しくお願い致します。 

先週は 3月並みの暖かい日があり、大阪城の早咲

きの梅などは、はや咲き始めた便りを聞きました。

寒梅のたくましさを感じます。 

しかしながら、今週からまた、厳しい寒さにもどっ

て、まだまだ本格的な寒さが続くことでしょう。 

また、今年はインフルエンザも大流行のしているよ

うで、くれぐれも予防に心がけてください。 

 さて、6433人の犠牲者を出した、阪神淡路大震災

から 23年が過ぎ、17日には被災地での追悼行事が

あり、人たちなどが黙とうし、犠牲者の冥福を祈る

姿をテレビなどで放送していました。神戸の街並み

は、震災を感じることがない位、立派に復興した街

並みになっています。しかし 23年たつと、震災を

知らない年代の子らも多く、震災の教訓を次の世代

に伝える取り組みや、復興住宅での高齢化、退去問

題など深刻な問題が課題となっているようです。 

南海トラフ地震が発生すると、広い地域で大変な被

害が生じると想定されています。震災は、日々遠く

なる過去の問題ではなく、常に自分たちの問題とし

て、備えの大切さを感じます。切迫感はありません

が私たちも大災害のことを常に心にとめ、備えに心

がけましょう。 

また、思いもよらない瀧田会員のご逝去で、会員

数 19名からの、下期の出発ですが、ロータリー活

動への熱意はどこにもひけを取らないクラブと自

負しております。今後も少数精鋭、一致団結でご協

力を宜しくお願いいたします。 

表 彰 

米山功労クラブ 

 第３８回 米山功労クラブ（累計 3,800万円） 

米山功労賞 

 浅野光男会員 第 5回 米山功労者 

飯田政信会員 第 1回 米山功労者 

ロータリー財団 

 細川勝治会員 ポール･ハリス･フェロー＋2 

中村 徹会員 ポールハリス・フェロー 
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 （第 2660 地区） WEEKLY BULIETIN No.21  

 東大阪中央ロータリークラブ  

  創 立 昭和４７年２月２０日 
 

 

 

 

 

 

 

 

 会 長 

 会長ノミニー 

 副 会 長 

 幹 事 

 会 報 委 員 長 

宮 田 照 男 

 金 子 勝 信 

 岩 﨑 史 郎 

 岩 橋 竜 介 

伊 藤 雄 一 

  例 会 日 毎週月曜日 １２：３０～ 

  例会場所 シェラトン都ホテル大阪３Ｆ 

  事 務 局 東大阪市小阪本町 1丁目 5－14 

〒５７７-０８０２ 小阪本町ロイヤルハイツ 405号 

 TEL：０６－６７５３－８８２３ 

 FAX：０６－６７５３－８８２６ 

 E-mail：jahcrc@gmail.com 

   

y  ROTARY：MAKING A DIFFERENCE 
 ロータリー：変化をもたらす 

  2017～2018年度 国際ロータリー会長 イアン Ｈ.Ｓ.ライズリー 
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幹 事 報 告          岩橋 竜介 幹事 

1. 本日の例会終了後、第４回クラブ協議会を５階

フリージアの間にて開催いたします。 

各委員長様におかれましては、上期報告、下期

計画の発表をよろしくお願いいたします。 

2. クラブ協議会終了後、第７回定例理事役員会を

ひき続き開催いたしますので、理事役員の皆様

にはよろしくお願いいたします。 

3. 1月 25日に故瀧田会員のお別れ会が、シェラト

ン都ホテル大阪 ４階 「大和の間」にて行わ

れます。当クラブ会員の皆さまには是非ご参列

ください。１１時からでございますが、ロータ

リー関係の、受付のお手伝いを致しますので少

し早めにご参集ください。 

4. なお、ネクタイは４５周年記念で配布しました

お揃いのでお越しください。 

5. 本日、下期会費とクリスマス家族会のお振込み

のお願いをポストに配布しております。ご確認

のほど、宜しくお願いいたします。 

 

出 席 報 告            金子 委員 

本日の会員数 １９名 

本日の出席者数 １５名 

本日の出席規定適用免除会員 ８名 

本日の出席率 ８３．３３％ 

１２月１８日の修正出席率 ９５．００％ 

 

ニコニコ箱報告         ＳＡＡ 尾崎 元 

宮田会長 下期もよろしくお願い致します。 

岩橋幹事 下期もよろしくお願い致します。 

岩﨑会員 新年を迎え、今年もよろしくお願い致し

ます。 

中村会員 先日の新年会、お疲れさまでございまし

た。今年も親睦活動・ニコニコ袋へのご

理解・ご協力を宜しくお願い致します。 

 

１月のお祝い           

〇入会記念日 岩﨑会員 

〇会員誕生日 岩﨑 岩橋 飯田（各会員） 

〇夫人誕生日 細川 治美様 鈴木 経子様 

〇結婚記念日 百済 岩﨑 鈴木（各会員） 

〇12 月の内祝いニコニコ 累計 247,500 円 

〇12月のニコニコ箱  39,000円 累計  477,000 円 

 

発表     グオバツキ、ヤクブ ボイチェフ君 

日本の英語教育では外来語をどういう風に扱うべ

きか、そして英語学習ではどんな役割があるかはまだ

解決されていないままである。多くの研究者は外来語

を教材として観るべきかどうかという論争のなかで

自分の意見を発表している(Daulton, 2008; Uchida 

2001; Sheperd 1996; Milward, 1994)。しかしそれら

の意見は個人差が強く、それを裏付ける研究はまだ少

ない。 

本研究は、外来語が日本人にとって英語学習の支障

になるか、または英語学習を容易にするか、そして教

室で扱うべきか、どうかという問題を明らかにしよう

とする。Uchida (2001)の論文によると、英語と日本

語の意味が近いーほど、その知識へのアクセスも速く

なる。Uchida (2001)の外来語カテゴリー化した外来

語では五つの外来語のカテゴリーの中で True 

Cognates が一番アクセスしやすく、英語の学習には

役に立つ。それに対して、Distant False Friends は英

語と日本語の意味が一番離れていており、英語学習の

支障になる。しかし、Uchida (2001)は仮説でしかな

く、カテゴリーごとの知識へのアクセスの速さを対象

とする研究は少ない。 

その仮説を確かめるために、外来語のそれぞれのカ

テゴリーに対して、オンラインタスクで被験者の対象

の外来語を含んだ英文に対して反応時間を測り、どの

外来語カテゴリーの知識がアクセスしやすいか、どの

カテゴリーがアクセスしにくいかということがこの

研究が対象とする。 

被験者はそれぞれのカテゴリーの外来語をもとに

した英文をパソコンの画面で読み、そしてその文が意

味的に正しいものかどうか判断をした。英文のなかに

は正しいものもあれば、外来語の意味にしか使われて

いない、外来語の意味のままという間違った英文もあ

った。英文が画面に表示されてから、被験者がボタン

を押すまでの時間の速さによって、カテゴリーごとの

外来語の知識のアクセスの速さのデータが得られた。 

カテゴリーごとの反応時間に有意義な差がなかっ

たが、カテゴリー内のサブカテゴリーの意味関係を調

べた結果、overlap と Japanese Meaning Only に対す

るする判断時間が速かったのに対して、English 

Meaning Only はほかの二つより遅かったことがわか

った。さらに、このサブカテゴリーと外来語のカテゴ

リーの反応時間を観ると一致しない Divergent 

Cognates のカテゴリーがあった。 

この研究でわかったことは、外来語カテゴリーの英

語か日本語の意味の数、またはそれらの意味の距離よ

り、英語と日本語の意味がといった関係にあることが

英文理解の速度に影響がある。さらに日本人の英語学

習には英文の理解の時に外来語の知識に頼る傾向が

あることがわかった。 
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