
　　

▼卓話予告

11/30　「私と野球」

　八尾東ロータリークラブ　

　　プログラム・会報委員長

　　　　上山惣太様

ロータリー財団月間について

　11月はロータリー財団月間

で御座います。

　ロータリー財団は、6代目の

ＲＩ会長アーチ・クランフが「基

金をつくり、世の中のために良

いことをしよう」と提案して始ま

りました。

　そして彼は、この基金にロー

タリーの名を刻み、ロータリー

精神を吹き込むならば、文明

の続く限り輝き続け、ロータリ

ーを不滅のものにするだろう、

という意味の事を述べていま

す。

　田中作次元ＲＩ会長は「ロー

タリー財団は、ロータリーを支

える『土台』であると考えます。

自分の足元の地盤について、

考えたり、家を支えている柱に

ついて考える人はあまり多くあ

りません。あるのが当然だと考

えているからです。なくなった

時に初めて、その有難さが分

かるものです」と説明されてい

ます。

　ロータリー財団の使命は「人

道的、教育的プログラムを通じ

て『ロータリーの目的』を遂行

し、世界平和を達成しようとす

るロータリーの努力を、支援す

ること」です。具体的には水の

問題、飢餓、貧困の救済、識

字率の向上、病の克服などを、
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国際ロータリー  第2660地区  ガバナー　松本  進也

The Ideal of Service
ロータリーの根幹精神

言行はこれに照らしてから

１．　真実か　どうか

２．　みんなに公平か

３．　好意と友情を深めるか

４．　みんなのためになるか　どうか

四つのテスト

八尾ＲＣバナーの主旨
「我々のクラブは、老いも若きも
相手を敬愛し、和気あいあい、
楽しいクラブライフを送っている
ことが誇りであります」
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▼開　会　「点　鐘」

▼ロータリーソング

　　「それでこそロータリー」

▼ゲストの紹介

　　　恵美奈　博光　様

▼出席報告

▼その他の報告

▼会務報告

　　「会長の時間」「幹事の時間」

▼ＳＡＡ報告　ニコニコ箱

▼卓　　話

「ボランティア活動を通して見た

　　ミャンマーの変遷」

　　　　恵美奈　博光　様

▼閉　会　「点　鐘」

会 長 の 時 間

 
　　　　



そして最優先事項としてポリオ

撲滅を強調事項として提唱し

ています。

　これらの問題を少しでも解決

する事が、平和に一歩近づく

事だと考えられるからです。そ

してロータリーは「武力によら

ない平和」の実現を夢見てい

るのです。

　この財団は、ロータリアンの

献身的な財団寄付金を運用し、

私達が日頃行っている奉仕活

動に補助金という形でフィード

バックをしています。

　財団は「寄付金集金マシー

ン」でないことを、この機会によ

く理解をしていただきたいと思

います。

　財団を通じて支援する人々

のことを、私達は、何か自分た

ちとは違うという目で見がちで

す。彼らは遠い国に住み、私

達はそれらの人々の言葉や文

化を知りません。水道水や衛

生設備、医療、教育がないと

いう事がどのようなものか、分

かりません。

　貧困、戦争、災害のニュース

に関して、写真や記事を見る

事があります。私達は、遠く離

れたところから、苦境に直面し

ている人達を見ていますが、

彼らの立場に自分を置いて考

えるのは、難しいものです。

　私達が支援するこれらの

人々と、私達とを隔てるものは

何もない、ということを御理解

いただきたいと思います。私

達は、皆同じです。取り巻く状

況、環境が違うだけであります。

　2011年3月11日、日本では、

足元にある地盤が崩れ落ちま

した。地震に慣れていた日本

では、何が起こっても備えは

出来ていると皆、考えていまし

た。これほどまでに大きな地震

に見舞われるとは、誰も予測し

ていませんでした。自分たち

の生活が如何にもろいもので

あるかを実感致しまた。

　私たちは、ロータリーを通じ

て援助している人々の立場に、

いつ自分たちが置かれるか分

からないということを、認識しな

ければなりません。

　財団を通じて一人でするより

も、もっと多くの良いことができ

ます。そして、財団に大きな関

わりがあるのは、私達と何ら変

わることのない人々である事を

認識しなければなりません。

▼４日に少年を守る日・家庭

の日の啓発活動が行われまし

た。ご参加いただきました皆様、

お疲れ様でした。

▼４日にＩＭ第４組の会長・幹

事会が開かれました。会長、

幹事で出席してまいりました。

▼13日に地区インターアクトク

ラブの年次大会が開催されま

す。

▼16日に会員研修会をオ・セ

イリュウで開催します。その後、

懇親会も予定しております。

▼23日に八尾市中学校音楽

祭がプリズムホールで開かれ

ます。ご希望の方はチケットが

ありますので、お申し出くださ

い。

▼クラブ広報委員会・

　　　吉本　憲司　委員

　熊本地震の被災地に、第

2660地区からも豊中南ＲＣ、

東大阪中央ＲＣ、大阪西南Ｒ

Ｃなどによる支援事業が行わ

れています。

　2018-19年度のＲＩ会長に、

ウガンダのサミュエル・オオリ

氏が決定しました。

　ナイジェリアで２年ぶりにポリ

オが発生し、再びポリオ常在

国リストに追加されました。

　ＲＩの国際大会は2020年にホ

ノルルで、21年には台北で開

催されます。

　講演記録は、小泉八雲につ

いてのお話です。

▼クラブ研修委員会・

　　　宇野　泰正　委員長

　次週水曜日に研修会を実施

します。皆様のご参加をお願

いいたします。

▼青少年奉仕委員会・

　　　吉田　法功　委員長

　４日に少年を守る日の駅前

街灯啓発が実施され、参加し

てきました。ご協力いただきま

ロ ー タ リ ー の 友 紹 介

幹　事　報　告 

そ の 他 の 報 告



した皆様、ありがとうございまし

た。

▼社会奉仕委員会・

　　　宮川　清　委員長

　赤い羽根募金の依頼が来て

おります。ご協力をお願いい

たします。

　先日の緑の羽根募金では、

26,000円あまりをお寄せいた

だきました。ありがとうございま

す。

「体罰について」

▼八尾中央RC・

　　　青少年奉仕副委員長・

　　　　近田　直人　様

　昨年2月まで教師をしており

ました。現在は、教師ではでき

ないことをしたいと思い、教育

活動をしております。

　本日は体罰について、スライ

ドも交えお話しさせていただき

ます。

　体罰については皆様、マス

コミの報道などを通じてイメー

ジをお持ちと思います。暴力

的な行動を指すのなら「体罰」

ではなく「暴力」でいいのでは、

という意見もあります。

　また、いわゆる“愛のムチ”と

呼ばれる要素も含まれるので

はないか、という考え方もでき

ます。

　体罰は、もちろん肉体的な

苦痛がありますが、同時に教

育的目的もある教育の手法と

しての位置づけが、かつては

ありました。もちろん大前提と

して「愛情」が不可欠です。で

も現在の日本では、体罰は禁

止されています。

　海外ではどうかと言いますと、

例えばアメリカでは50州のうち

19州で容認されています。

　日本では「懲戒としての体罰

を加えることはできない」と法

律で定められています。ただ、

現状は体罰と暴力の区別をつ

けず、体罰認定が行われてい

ます。私もそういう風潮がある

のでは、と危惧しています。そ

ういう空気を、社会が持ってし

まっていると感じます。

　体罰の本来の意味が曖昧に

なり、本来の議論が封印され

てしまった気がします。

　昔から体罰はありました。一

番良い方法ではありませんが、

しかし愛のムチとして必要なの

では、という議論も学校ではあ

りました。

　ただ、今は、その議論さえな

くなってしまいました。議論す

る空気さえなくなってしまった

現状はどうなのか、とも思いま

す。

　2012年の桜宮の体罰事件で

は、生徒本人が自殺したので、

教育的成果はありませんでし

た。ならば暴力と呼ばれるべき

かもしれません。

　無責任な体罰批判が根本的

にあるのかもしれません。マス

コミや世間からの批判逃れ、

なども考えられます。あれもこ

れも、すべて体罰のくくりにさ

れてしまいます。

　混迷する教育界は、教師を

萎縮させました。情熱ある教師

を守れていないのが現状です。

　処分を受けるぐらいなら、や

らないほうがまし、と厳しくしつ

ける感覚を喪失してしまったと

言えます。

　最近は「褒めて育てる」のが、

はやっています。生徒が教師

に対して「体罰で訴えてやる」

とまで言うケースもあります。大

阪府は校内暴力全国ワースト

１です。問題のある生徒は、切

り捨てられてしまいます。

　現在のマニュアルでは、何

かあれば警察に連絡するよう

になっています。そうすれば教

師自身は法にはふれないが、

目前の被害者はけがをする、

加害者は法にふれてしまう、と

いう現状になっています。

　大切なことは何か、を見失っ

ているように感じます。教え子

を加害者、被害者にしてまで

守らねばならないコンプライア

ンスなど、意味がないと思いま

す。

　処分や批判を受けないこと

卓　　　話



が最優先されるのが今の時代

です。日和見な委員会や校長

の姿勢もあると思います。

　正しい言葉の意味を考える

ことで、理解が深まると思いま

す。

▼山本（昌）会長　交換卓話

による交流、八尾中央ＲＣ近

田直人様、本日よろしくお願

い申し上げます。

▼田中副会長　近田様、先日

はお世話になりました。本日の

卓話楽しみにしております。宜

しくお願いします。

▼山陰幹事　藤木会長ようこ

そおいで下さいました。近田

様卓話よろしくお願いいたしま

す。

▼中西（啓）会員　ご夫人誕生

日。例会欠席お詫び。

▼寺坂会員 ニコニコよろしく。

▼中川（廣）・菅野会員 良い

事があります様に！

▼稲田会員　聖丘カントリーの

月例、デビュー戦で準優勝し

ました。スコアは聞かないで下

さい。

▼飯田会員　写真有難う。早

退、例会欠席お詫び。

▼奧谷会員　例会欠席お詫

び。

▼濱岡会員 寒さに向かいま

す。皆様お体ご自愛して下さ

い。

▼長竹会員　近田さん卓話よ

ろしくお願い致します。

▼松村会員　ロータリー財団

へのご寄付宜しくお願いしま

す。

▼児林会員 アメリカ大統領選

どちらが勝つでしょうか？

▼西村会員　寒くなってまいり

ましたが、皆さまカゼ等にご注

意下さい。

▼小谷会員　トランプ候補優

勢。ユウウツです。日経平均

800円安。12時26分現在トラン

プ168人、クリントン109人。

▼福田・幡田会員　井川会員

写真ありがとうございます。

八尾ロータリークラブ会報 クラブ広報委員会
お気付きの点がございましたら、
広報委員会までご一報下さい

委員長 ▼ 小谷　逸朗　　副委員長 ▼ 奥谷　英一
委 　員 ▼ 池尻　誠　　吉本　憲司

■ 出席報告

月日

10/26

11/2

11/9

会員数

58

58

58

出席

42

42

40

（内出席規定適用免除者）

7

6

5

メークアップ

0

出席率

80.77％

82.35％

80.00％

確定出席率

80.77％

 
感謝の気持ちを
　　　ニコニコに！

今 後 の 予 定

月 火 水 木 金 土 日

理事会

（休会）

ロータリー
研究会（名古屋）

月 火 水 木 金 土 日

ロータリー
財団月間 月

月 火 水 木 金 土 日

理事会
年次総会

忘年家族会

（休会）

地区大会

月

疾病予防と
治療月間

ニ　コ　ニ　コ　箱
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