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第３５６回例会 
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◆ ソング 「Ｒ-Ｏ-Ｔ-Ａ-Ｒ-Ｙ」 

◆ お客様紹介   

◆ 会長の時間 

◆ 出席報告     

◆ 委員会報告 

◆ 卓 話  

◆ 「米山月間に因んで」 

    米田眞理子地区米山奨学委員 

◆ 幹事報告   

◆ Ｓ.Ａ.Ａ報告  

≪本日の例会≫ 
 2004～05 年度 国際ロータリー・テーマ 

 

                       

                      

 

 

第３５７回例会 １０月 ９日   

第８組 ＩＭ 

 於：リーガロイヤルホテル堺 

  （１０月７日の例会変更） 

≪次週の予告≫ 
  

    

 第３５８回例会 １０月１４日 

｢秋の家族会｣  

シャープ天理工場見学他 

 職業奉仕委員会・親睦活動委員会 

≪次々週の予告≫ 
 
2004～05 年度 

国際ロータリー会長 

 

 

 

 

                     

           

 

 

グレン E.エステス・シニア会長 
 

 
題  字

周 之江



＝第３５５回例会の記録＝ 

 

【お客様紹介】 
 堺市教育委員会教育次長 亀井靖夫様 

【出席報告】 
会員数  ３５名 

本日の出席 ２０名（出席計算会員 １５名） 

本日の出席率 ６２．５％ 

８月２６日の修正出席率  ７６％ 

メークアップ    

犬伏会員、大前会員、米田会員 

 

【会長の時間】     会長 田中眞琴 

 

お詫びとお断り 

 ９月９日の会長の時間について、欠席の為、

原稿を用意しておりましたが、メールを送って

おりました副会長もおやすみであったようで、

コミュニケーション不足で、会員の皆様及び岡

本パスト会長には、突然の指名となってしまっ

たようで、大変申し訳ありませんでした。  

上海より、国際電話を入れて確認すれば、よか

った事ですが、大変申し訳ありませんでした。 

今後、このようなことの無いように十分注意い

たしますので、お許しください。 

 １０月１４日の家族会は、本来休会日(IM の

代替日）であり、すでに海外出張予定入れてお

りましたので、やむなく欠席となりますので、

あらかじめお伝えいたします。 

クリスマス会は、１２月１６日で、予定通り進

めて頂いていると思いますので、楽しく参加し

たいと思っておりますので、よろしくお願いし

ます。 すでに来年１月～６月の海外出張スケ

ジュールもクラブ事務所、幹事に伝えてありま

すので、クラブ行事設定の際は、お問い合わせ

いただいて、ご確認いただきますようお願い申

しあげます。 

 【幹事報告】     副幹事 田中範子 

 

・ １０/７は１０/９のＩＭに変更 

・ １０/１４は秋の家族会 

・例会変更 

堺清陵ＲＣ 9／30→同日 秋季親睦家族会 

      10／14→10／9 ＩＭ 

堺泉北ＲＣ 10／14→10／9 ＩＭ 

堺北ＲＣ  10／8→10／9 ＩＭ 

堺泉ヶ丘ＲＣ 10／12→10／9 ＩＭ 

堺中ＲＣ  10／13→10／9 ＩＭ 

      10／20→10／17 秋の家族会 

・ 陶芸ジャパン 2004 のご案内 

10／8～11 インテックス大阪 

招待券ご入用の方は幹事まで 

 

【Ｓ・Ａ・Ａ報告】（ニコニコ箱） 

 

☆ 亀井様、本日の卓話有り難うございました。

人作りという意味で青少年交換事業などの

大切さを再確認しました。合同ゴルフコン

ペ・愛球会、ダブル優勝有り難うございま

した…田中（眞）会長 

☆ 大前会員本日はありがとうございました。 

…栗本会員  

☆ 福井フェニックスＲＣとの合同ゴルフコン

ペで 5人の会員から援助金を頂戴しました

…仁田会員 

☆ 福井フェニックスとの親睦コンペは本当に

楽しいでした。お世話された会員に感謝い

たします。岩尾会長杯の取り切りでは勝た
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せて頂きました…小野会員 

☆ 亀井教育次長様をリーダーとして、堺の教

育が尚一層、発展されることを期待してお

ります。…大前会員 

☆ 本日幹事の代理をさせていただきます。亀

井靖夫先生本日の卓話よろしくお願いいた

します。…田中（範）会員 

 

本日 ６件 ４８,０００円 

 
 
 

 

【卓話】    

『堺の教育諸事情』  

堺市教育委員会教育次長 亀井靖夫 

 

 

 

〔要旨〕 先生という職業は他の職種もそうで

あるだろうが、同じ職場で誰か良い師匠を自分

で探して学ぶことが求められると考えている。

そして社会の資本と思う『人づくり』の中核で

ある義務教育小中九年間を担うことに誇りを感

じている。 

 皆さんにお聞きしたい、今の堺は、上昇、平

行、下降気流のいずれにあるとお考えか。 

殆んどの方が、なだらかな下降線上にあるので

はないかと答えられるのではなかろうか。私た

ちは今、なだらかな上昇線に堺を支える子ども

をどう育てるかが課題である。かつて多いとき

には小中 10 万人であったが、現在 63000 人。し

かしH20 年度は約69000人と増加見込みである。

一方、勤務３年未満の先生が 328 人、H20 年度

は 900 人以上となる見込み。これは全先生数の

三分の一弱に相当する。こうして若い先生方が

増えることに喜びと共に心配もある。皆さんの

ご支援を期待する。 

 先のオリンピックで堺出身の米田選手はじめ

四名が活躍した。こうした人がますます増える

ようにアピールすることも大切な課題である。

が、大阪教育大付属池田小学校での事件以来、

今や、いつ、どこで何が起こっても不思議でな

いとの緊張感で社会力家庭力が一気に向上して

いるように感じている。昨年度教育長が校長会

に「犯人を捕まえる」というよりは、何か抑止

力となる方法はないかと問われた。今年度は校

門を全てオートロック化した。併せて校門外で

は PTA 自治会他校区諸団体の協力を得て、各校

で名称は異なるが安全パトロール、子ども 110

番、笛の携帯等の取り組みが行われていること

を踏まえて、７月 13 日に子どもを守る大人のス

クラムづくりを期して全市一斉の登校指導を実

施した。 

累計額  ５２７，０００円 

 マスコミ報道で教師の体罰、セクハラ等何か

と暗いニュースでその１件で全般がそうである

かのように誤解をあたえてしまうがそうではな

いことをご理解いただきたい。堺の子どもたち

と若い先生方の育つ力が 5－6 年後、7－8 年後

の中学生の姿を変えていると信じている。 

 いま一つ、困っている問題がある。特に中学

校でクラブ活動、生徒指導に取り組んで頂いて

いる先生方の学校近くでの駐車場の確保。こと

に泉北地区で困っている。ご協力頂ける場所が 

あればよろしくお願い致したい。 

               (文責 大前) 
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今年５月の国際大会時に西村氏（福井）より、

年２回のゴルフコンペのご提案を頂き、８月１

日の PL 花火大会時に日時が、決定し、双方中間

地点での開催予定となった。 

 ９月１１日上海から、関空へ戻った。 ん？ 

まだ、大阪は、暑い！ 入国審査へ向かう通路

で、携帯が鳴った。 仁田さんからの電話で、

明日、乗せていって頂けるということで、くた

くたな私には、朗報であった。 天気予報も晴

れで、問題ないと聞いていたので、自分では、

天気予報を確かめずに５ヶ月ぶりにクラブを握

る不安を持ちながら、溜まった仕事を片付けて、

午後４時に寝た。 

 ９月１２日朝、６時に目を覚ます。 何やら、

水の音が聞こえ、トイレの水かと思い、トイレ

に向かう。 何と外は、結構強い雨！ 雨？ び

っくり、がっかり。 ６：５０に出発、途中も

雨、ところが、現地の名神八日市 C.C.に到着す

ると曇りから、晴れへ。 

 結局、３０度を超える暑い１日となった。 ス

コアは、いつもどおりの１００前後、ダブルペ

リア（合同コンペ）では、優勝の可能性は、低

い。 過去に１度合同コンペに参加して、優勝

したことがある。 そのときは、確か、宴会で、

カニを頂いた記憶がある。 

 いよいよ結果発表の時間が、やってきた。 ２

３名参加（内フェニックス・１２名）のコンペ、

一緒に回った大倉（後半３７をマーク、トータ

ル８７）が、１０位！ ん？ これは、厳しい！ 

我が愛球会の岩尾プロも準優勝！ 岩尾さんを

NET０．２抑えての優勝者の発表！ 黒川会長か

なあ？と思いながら、聞いていると、寝耳に水。 

私の名前が？ 

福井フェニックス RC と堺フェニックス RC 

（愛球会）合同コンペ 

何と運よく、ハンディ２４を獲得し、NET７５で、

優勝であった。 優勝賞品は、福井から、この

コンペに間に合うように用意していただいた新

米。 参加賞まで、新米を頂き、皆、感激の賞

品でした。 吉川幹事は、B.B.賞を頂いていま

したが、本当？ 

 そして、引き続き、愛球会の表彰に移り、優

勝・貝出さん、準優勝・大倉さん、しかし、 

初参加のため、何と３位の私が、繰上げ優勝に！ 

何とラッキー続きで、今年の運、全部使い果た

したかも？ でも、こんなこと２度とないだろ

うし、海外出張の疲れも吹っ飛び、仁田さんの

車を満タンにして、帰堺した。 

 私事を書き並べてしまいましたが、今回の合

同コンペで、両クラブの交流・親睦が、大いに

深まったものと確信しております。 １０月２

６日の福井訪問も出来るだけ多くの方が参加し

ていただき、両クラブの親睦を深めていただき

たいと思います。 

     会長 田中眞琴 
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秋の全国交通安全運動  

     

           

９月 21 日早朝、堺東駅頭での啓発活動が木原

堺市長の挨拶で始まった。多くの各種団体と共

に我がクラブからは、中弥会員、岡田会員、犬

伏会員、片木会員と大前が参加した。出勤、通

学時間帯でもあり一時間足らずで予定数の配布

を終え、堺北警察署長の就任挨拶を兼ねた謝意

で閉会となった。 

（堺東駅頭で啓発活動） 

 

 

社会奉仕活動の今後の予定日  

11 月 14 日(日) 内川土居川清掃活動 

12 月 1 日(水) エイズ撲滅 HIV 啓発活動 

 ３月 13 日(日) 内川土居川清掃活動  

後日詳細を連絡します。多数のご参加をお待ち

致します。

        

 

  

 

交換留学生鶴田衣里さんから届いたデンマーク便り 3 通をご紹介します 

 

  

8 月 15 日。 

 堺フェニックスロータリーの皆さん今日は！ 

 元気にデンマークの生活を楽しんでいます！！ 食べ物も大丈夫だし、朝と 

 夜は少し寒いですが、昼間は暑いです。デンマークでは日焼け止めクリーム 

 なんて塗らないので、すごく焼けてしまいました。 

 ロータリーの例会には一度出席しましたが三つのクラブの合同例会だったので 

 まだチャンとした挨拶はしていないです。 

  

8 月 20 日 

 ホームシックにはなっていないのでご安心ください。あいかわらずデンマーク 

 生活を満喫しています。明日からロータリーキャンプが始まり、1 週間Ｒｏｓｋｉｌｄｅ 

 に行きます。楽しみにしています。デンマーク全体で 130 人位の留学生が 

 きているようで、友達を一杯作りたいです。 
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 9 月 19 日 

 こちらの写真を２枚おくります。 

 1 枚目はホストファミリーにカレーライスを作ってあげた時のものです。 

 

 2 枚目はロータリーキャンプにいったときのものです。 

 

  

 ルネ君は楽しく学校に行っていますか。サッカー部に入ったようですね。 

 私もクラブ活動をしたいですが、学校にはないので地域でやっているものに 

 入るつもりですが、11 月から始まるそうです。 

                                                            衣里より 
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