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例会場
例会日
役 員

4

つのテスト

●真実かどうか

第1480回例会

●みんなに公平か

●好意と友情を深めるか

●みんなのためになるかどうか

幹事報告

平成24年12月10日

阿部幹事

◦ロータリーの友12月号が届きましたのでお配
りしました。

卓話「年次総会」

◦今週、12月7、8日（金・土）は地区大会です。

今週の歌「四つのテスト」

本日もう一度パンフをお配りしております。ご

先週内容
会長挨拶

出席の方は先週にお配りしました名札をお忘
れなきようご持参下さい。

坂口会長

◦今月新年の予定
12月10日来週は年次総会です。例会終了後
に理事会を行います。12月17日はクリスマス
家族会です。
新年は1月7日からです。お間違いのなきよう
お願い致します。

出席報告
吹田西RCの細則改正案を提案させて頂きま
す。理事は現行4名ですが5名とすることです。
ガバナーと地区からの要請で、新世代（new
育てる、指導者を育てる事業を推進しようと
するものです。年次総会で議論をお願いします。

家族月間
次週 第1481回 例会予告

●会 員 数 48名 ●来
客
0名
●出席会員数 40名 ●本日の出席率 95.24％
●11月5日の出席率（メーキャップを含む） 100％

誕生御祝−１２月

generation）すなわち、次の世代を担う若者を

平成24年12月17日

卓話 「クリスマス家族会」 於 東急イン
Weekly No. 1480は青木委員が担当しました。
Weekly No. 1481は澤井副委員長が担当の予定です。
（本日の原稿をお渡し下さい）
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矢倉副委員長

ロータリー財団委員会

誕生御祝−１２月
平成 9 年 12 月 7 日

瀬川会員ご夫妻

昭和 43 年 12 月 9 日

毛利会員ご夫妻

昭和 47 年 12 月18 日

島田会員ご夫妻

本日、田中（慶）会員より特別寄付を頂きま
した。ご協力ありがとうございました。
また、12月のロータリーレートは1ドル＝
80円と本部より連絡がありましたのでお知ら

以上3組

職業奉仕委員会

清水委員長

せ致します。

澁谷委員長

野球同好会

出前授業実施報告

清水会員

第24回 2012-2013年度 第2660地区
ガバナー杯争奪 軟式野球大会
最終試合結果

11月20日㈫ 豊津西中学校、11月27日㈫ 豊
津第二小学校にて杦本会員による出前授業を実
施致しました。
「人工衛星まいど１号」のテーマで、両校の児
童、生徒とも熱心に聞き入り、大変好評でした。
豊二小学校ではサイン攻めに合うという人気ぶ
りでした。杦本会員お疲れ様でした。
また、当日は坂口会長、阿部幹事、青木会員、
澁谷が参観させて頂きました。尚、生徒達が書

第1日目（9月30日） 第5日目（10月28日）は全試合雨天中止

いた感想文がありますので回覧させて頂きます。

11月20日㈫

11月27日㈫

優勝：八尾東RC

（網掛けは、練習試合および不戦）

準優勝：吹田西RC

※11月25日は当クラブの試合予定はなく
､当日ブロック順位が決まる強行日程に
なっており、我々も当日は大阪マラソン
出場等で人数が集まらないので､決勝戦の
日程を変更してほしいとホストクラブに
申し出ましたが､調整がつきませんでした。
今大会の結果は全国大会出場に影響がな
いこともあり､やむを得ず辞退致しました。

豊津西中学校

豊津第二小学校

米山記念奨学会委員会 田中（孝）委員長
本日、瀬川会員、木田会員より特別寄付を頂
きました。ご協力ありがとうございました。
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◆田中（孝）会員
結婚記念日のお祝いのお花、ありがとう
ございます。
◆伊藤会員
今年も大阪マラソン無事完走できました。
来年もがんばります。
◆岡会員
大阪マラソンに参加して来ました。田中
孝男会員に大変お世話になりました。無
事ゴールできました。感謝。
──────────────────
本日のニコニコ箱
37,000円
累計のニコニコ箱
579,591円

卓

「教育委員の任期満了を迎えて」

来年の全国大会は第30回記念の親睦大会
で、今回の成績は考慮されませんので、全
国大会出場申請は行う予定です。皆様ご
支援ご声援本当にありがとうございまし
た！

ニコニコ箱

話
小川パスト会長

岡SAA

◆仲辻会員
11月25日、愛馬ジェンテイルドンナ号が
東京競馬場でジャパンカップで優勝しま
した。凱 旋 門 賞1、2着 馬 に勝ち、GⅠ、
４連勝です。

私は2004年に教育委員に就任しました。
今年末で２期８年の任期を満了します。こ

◆石﨑会員
結婚記念日のお花のお礼。
（数えたら40
年目でした）
例会欠席のお詫び。

こで教育委員会について説明させて頂きます。

◆榎原会員
バッチ忘れました。

育をはじめ、公民館・図書館・博物館や体育

教育委員は６人で組織され、議会の同意を
得て市長が任命します。教育委員会の所管は
幅広く、幼稚園・小学校・中学校等の学校教
施設等、多岐にわたっています。
又、教育委員会は、教育の政治的中立性と安

◆矢倉会員
結婚記念日のお花、ありがとうございま
した。

定性の確保の為、市長から独立した行政委員
会となっています。

◆本田会員
本日59才に目出たく成りました。有縁の
方々に感謝申し上げます。南無阿弥陀仏。
◆山岡会員
クリスマスイベントやります。よろしくお
願いします。

私が教育委員に就任した８年前と比べると、
市民の教育に対する関心の高まりと共に教育
委員会のあり方が変わってきています。
事務局中心の追認業務から教育委員会の一
員として共に考え、行動する組織になってい
ます。

◆水間会員
会報にミスプリントがありました。お詫び
申し上げます。

特に今、いじめの問題が社会問題になり、家
庭・学校・地域社会と緊密な連携が求められ、
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③教職員元気アッププラン事業

その中心に位置付けられています。
本来教育委員は非常勤であり、それぞれ本

広い視野と活力を持って、学校教育を推進

業を持っておりますので、時間的にも制約を

する中核的教職員を育成する為の事業で、当

受けています。

社のメセナ事業として立ち上げました。
広い視野を持つ為に、第１回ニュージーラ

だが、問題解決の為、学校現場にしばしば足

ンド、第２回フィンランド、第３回オーストラ

を運び、情報の共有化に努めています。

リア、第４回カナダ、第５回韓国・中国、と海

今、吹田市は義務教育９年間を一体的に捉

外研修を実施しました。

えた小中一貫教育を進め、学校力の向上を図っ

特にコミュニケーション能力を身につける

ています。
リーディングスクールとして2011年4月に

為に、外国ではどの様なことを実施している

「千里みらい夢学園」を開校しました。英語９

かを調査し、それを吹田の教育に還元する計

年一貫教育を実施し「英語で話せる吹田っ子」

画です。

を目指します。

−クラブ俳句同好会−

印象に残る出来事
①教育研究大会

プロペラの影を過ぎりし鯨かな
久 美 子

り、年々充実してきております。

あ き ら

相互交流の場にしたいとの延地先生の考え通

鯨鍋一途の店の閉ぢにけり

この教育研究大会で学び高め合うと共に、

み か よ

れました。

催場の蒲団ふかふか手の沈む

生の強い希望で、2007年夏、第１回が開催さ

ときよし

2005年に教育長に就任された、延地和子先

海膨れつひに鯨の現はれ来

すが、全員が集まる会合はありませんでした。

山

独立しており、研修等は共通して実施されま

大海を打擲したる鯨の尾

16と、多くの現場をかかえています。個々が

②命の授業

兼題 ﹁鯨﹂﹁蒲団﹂及び当季雑詠

第三百八回句会

学校教育部は小学校35・中学校18・幼稚園

2007年夏、延地先生に副腎皮質のがんが見
つかり教育長を辞職され、治療に専念されて
いました。

牛

しかし、転移していたことから、自分の命を
さとり、最後に校長をしておられた竹見台中
学校で卒業直前の生徒に命の大切さを伝える
最後の授業をされました。その後容態が悪化、
3週間後、永眠されました。

【今後の予定と兼題】
第三百九回句会

平成25年1月7日

兼題 「歳末」「新年一切」当季雑詠
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