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インスピレーションになろう

PRESIDENT INFORMATION
ౖᶋஉଢ଼கர୫ 会長：山本隆一

事務所：〒534-0026 大阪市都島区網嶋町9番１０号　太閤園内
電話：06-6357-8171 ファックス：06-6357-8011
例会日：毎週火曜日　12時30分／例会場：太閤園
会長：山本隆一／幹事：源壽美子／SAA：山崎修一
電子メール；rcosatrm@cf.mbn.or.jp
ホームページ：http://rc-osaka-tsurumi.jp/

大阪鶴見ロータリークラブテーマ「もっとエモーショナルなクラブへ」

（２ページへ続く）

町に灯を 夏の思い出

〈第1602回〉 2018年8月21日（火） 本年度第6回 8月28日（火）

腸×健康（腸活のすすめ）

担当：源会員担当：大見会員

ました。尊徳は、分度を守るにあたって最も重要なこと
は、己に克つこと、すなわち、自分の欲に負けないことで
あるとし、分度をしっかり立て、これを死守すれば、荒地
がどれほどあっても、借財がいくらあっても恐れることは
ないと教えています。尊徳は、分度のメカニズムを鉢植の
松に例え、松というものは、手入れをせず、枝葉を伸び放
題にしておけば、やがて根が衰えて枯れてしまう。生命力
に応じて不要な枝を切り、必要な枝葉を残すことで松の美
しさを保つことができるのだと教えました。要は、限度を
超えないよう常にコントロールしないとダメになるという
ことだと思います。分度とは、当たり前のことのようで、
実際に守るとなると案外難しいものではないかと思いま
す。人は自分ではわかっているつもりでも、ついつい欲に
流されやすいものです。しかし、報徳に限らず、分度は、
家計、企業、自治体、国家、クラブ等、全ての組織を維
持・発展させる上で重要な概念だと思います。私達のクラ
ブにとって会員を増やし、収入を増やすことは勿論重要で
す。しかし、同時に分度を守ることも重要ではないかと思
います。私は、この年度で予算の執行に一定の発言力を持
つことになりますが、その際には、分度とのバランス思考
を心がけたいと思っています。

会員増強・新クラブ結成推進月間

二宮尊徳が実践した、
　　　報徳を以ってロータリーを理解する④　分度

分度とは、自分の経済的な実力を知り、実力に応じて生活
費の限度額を定めることをいいます。報徳の実践は、自分の
身分や収入に合った生活をすることから始まります。分度の
実行とは、①自分の財力に応じた生活費をきちんと算出して
予算を立てる②その予算を守り、予算の範囲内で生活するこ
とです。これが報徳の土台であるとされています。二宮尊徳
は、分度を定めることが報徳の出発点であるとし、収入には
限りがあるが、贅沢には限りがないのだから予算を立て、こ
れを守ることが重要だと説きました。そして、勤労によって
得た収入を全て使い切るのではなく、残すことが重要である
としました。尊徳は、収入というものは常に一定ではなく、
作物の豊作・凶作により変動するとし、作物が凶作で収入が
減った時でも凌げるよう備えをすべきだと教えました。それ
ができなければ、明日の収入をあてにして今日使ってしまう
ことになり、やがて貧困に陥ると教えました。尊徳は、貧富
の差は分度を守れるか否かで決まり、分度を守れば繁栄し、
分度を守らなければ衰退・貧困化すると教えました。そし
て、分度を守らず貧困に陥り、不足を補うために借財をする
ことは、種を蒔かずに刈り取ろうとするようなものだと戒め

講師：平賀　京子氏
「デジタル終活～
　　　携帯・パソコン残して逝けますか？」

第２回出席強化イベント例会



￥20，０００.-　　　　累計　￥146，０００.-

濃 添 会 員 本日の卓話は沢井則江さんに留学生への日本
語教育についてお話しいただきます。宜しくお
願いします。

小 山 会 員 誕生日 自祝。８月２７日に傘寿となりますが、
当日は初期胃がんの ESD の内視鏡手術直後
で入院中の予定です。

水 間 会 員 鶴見RCにお世話になって２７年が経ったよう
です。早いものです。あの紅顔の美少年が渋い
中年男性になりました。今後とも宜しく。

木 村 会 員 先週診察日で例会欠席しました。体力の回復
はぼちぼちですが、秋頃までにはもう少し動け
るようにしたいと思っています。勝手ばかりで
すみません。

清 水 会 員 ホームクラブ１０回出席 自祝。
田 中 会 員 H/C連続１０回出席賞有難うございました。

目 的 青少年の持つ指導者としての資質を啓発する
と共にその知識と技術の向上に役立つ為実施
する

テ ー マ 生き抜く!!～様々な知識を得て～

研修日程 2018年9月22(土)、23(日)、24日(月・祝)

研修場所 関西大学　高槻キャンパス　高岳館
〒569-1052 高槻市雲仙寺町2-1-1
TEL：072-690-2161

参加対象 国際ロータリー第2660地区各ロータリークラ
ブの推薦による18歳から30歳迄の青年男女、
並びにロータリーアクト、財団奨学生、米山奨
学生、及び交換留学生など（外国籍の参加者
は日本語で対応できる方）

主 催 2018～2019 年度 国際ロータリー第 2660
地区ガバナー　山本 博史

主 管 国際ロータリー第 2660 地区　茨木西ロータ
リークラブ ( ホストクラブ )

担 当 2018～2019 年度 国際ロータリー第 2660
地区　RYLA 委員会

＜８月は会員増強・.新クラブ結成推進月間です。＞

8月号『ロータリーの友』の記事より紹介ＰＲ。
8月は、『会員増強・新クラブ結成推進月間』です。

最後に会員皆様方にも一読ください。

１）横組記事より

２）縦組記事より

8月07日（火） 理事会　サファイアルーム

8月7日～9月18日   作文審査期間

8月14日（火） 休会
8月21日（火） コーラス同好会AM11:00～練習

クラブフォーラム　社会奉仕部門

8月25日（土） クラブ職業奉仕委員長会議
派遣学生帰国報告会

8月24日（金） 第２回炉辺会合

8月28日（火） 第２回出席強化イベント例会

10月2日 最終決定

9月18日 審査結果提出日（厳守願います）

・P3 審査結果提出日（厳守願います）
・Ｐ16～22 『女性会員の増強』を特集記事ＰＲ。

・Ｐ36～40 その他、2018－2019年度数多くの第
2660地区の会員も就任記事ＰＲ。

・Ｐ4～8 地区大会記念講演よりアサヒグループホ
ールディング会長泉谷氏によるスピーチ
変化をチャンスにの『10のチャレンジポ
イント』『１０のチェックポイント』はクラ
ブの運営にも応用できることの記事Ｐ
Ｒ。

・その他 Ｐ22～Ｐ23俳壇・柳壇地区会員の投稿
掲載ＰＲ。

10月23日 午後4時15分より日本語教育セン
ターにて表彰式

副幹事：笹野 貴志幹事報告

委員：巽 健一会報・雑誌委員会報告

作文審査委員の皆様方にはお忙しい中審査採点をお願い
致します。
下記の通り実施致しますのでご協力の程宜しくお願い申し

上げます。

委員長：巽 健一国際交流委員会報告

委員長：清水正憲青少年奉仕委員会報告

￥26,000.-7月分ライトミール

第25回留学生による日本語作文コンクール
開催のお知らせ

2018～2019 年度　国際ロータリー2660 地区
秋のRYLAセミナー・実施要項

累計：￥844,422.-



開始日時 2018年9月22(土) 13時30分　開会
(登録受付は30分前より）

解散日時 2018年9月24(月・祝) 15時00分　修了（現
地解散）

持 参 品 運動服、運動靴、帽子、雨具（上下別れている
もの）、着替え（ジャージ上下、下着など）、洗面
具、タオル、筆記用具（ペン、ノート）、保険証の
コピー等

注意事項 ①活動的な服装で参加してください。
②安全は、各自の責任において十分注意して
ください。傷害保険を参加者全員にかけます
が、研修期間中の傷病や事故については、応
急処置以外の責任は負えませんので、予めご
了承ください。（念の為保険証のコピーをご持
参ください）
③盗難についても各自の責任でご注意くださ
い
④万が一都合で参加できなくなった場合は、
必ず、茨木西ロータリークラブ事務局までご連
絡ください。

定 員 50名

申込期限 2018年8月31日（金）

研修内容 座学を中心とし、体験型も織り込んだ内容

集 合 参加者（青少年、ロータリアン）には開催会場
までのバスを手配しています
集合場所：JR高槻駅北口
集合時間：12:15　出発時間：12:30

卓  話

8月7日【1601回】

会員数　 　 　 　 34名

（内出席規定免除   9名）

出席会員   24名中  13名

出席免除会員  10名中  7名

出 席 率 20/31   64.52%

ビジター　　　　 0名

ゲスト　　　　　 2名

出席総数　　　　 22名

前々回  7/24  Ｍ/Ｕ 1名

修正出席率　    83.33%

担当：佐藤会員

まず、帰国してひと月余りのソニアからのメッセージを紹介
させて頂いてから、本題に入りました。

留学生数の推移ですが、1978年には5000人ちょっとだっ
たのが、昨年度は267042名。約40年間でなんと50倍に増え
ています。2008年に打ち出された「留学生30万人計画」は目
標の2020年にはどうやら達成されそうですね。

そんな留学生たちの日本語レベルを図るのに最も一般的
な試験が　ＪＬＰＴ、日本語能力試験です。これは日本語を
母語としない人なら年齢に関係なく誰でも受けられ、年に2
回、7月と12月に行われています。海外、自分の母国でも受験
でき、昨年は世界81か国で述べ89万人が受験しました。
レベルは5段階、一番上のＮ１は本や新聞を読んでディスカ
ッションしたりできるレベル、仕事もできるでしょう。一番下の
Ｎ５はまだまだ片言ですが、それでも目安として、約820語の

語彙、100字程度の漢字を覚えなくてはなりません。Ｎ１に至
っては語彙10000語、漢字2000字が必要です。
因みに日本人の小学生は5000～20000語を知っており、小
学校で習う漢字は1000字ちょっとです。

そんな風に外国語として日本語を学ぶ難しさの①に語彙の
多さがあります。日本語を90％理解するのにはＮ１レベルの
10000語必要ですが、英語なら3000語覚えれば理解できる
と言われています。3倍以上ですね。
そして②は文字、アルファベットなら26文字覚えればいい

だけですが、日本語はひらがなだけで50音、加えてカタカナ
50字、＋漢字。常用漢字だけで2136字、これに音読み訓読み
があります。
③は発音。長音(―)、促音(っ)、撥音(ん)、拗音(ゃゅ)、清音と

濁音(か＆が等)。母語に影響されるので、それぞれの国の学
習者によってできにくい発音も違います。
④は留学生たちが声を揃えて難しいという文法です。日本

語には、動詞にも形容詞にも活用があるし、助詞も複雑、です。
⑤は文化や習慣の違いからくる言葉の難しさ、特に敬語の

使い方などには現れます。
では、もっと具体的に実際のＪＬＰＴの問題を解きながら日
本語の難しい点を考えていきましょう。

・・・・・・・・

ということで、皆さんにも留学生になったつもりで何問か問
題を解いて頂きました。私たちは日本人なので、Ｎ１の問題も
もちろんすぐ解けますが、どうしてその答えになるのか、他の
選択肢ではいけないのかを一緒に考えて頂きました。
これからも皆様がたくさんの留学生たちと接していかれる

中で、この話が何かの参考になれば幸いです。
外国語としての日本語
講師：沢井則江氏（日本語学校講師・フリーアナウンサー）
＊ソニアの個人レッスンの先生

担当：濃添会員




