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＜四つのテスト＞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
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平和と紛争予防/紛争解決月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

会

次々週（２月１８日）のお知らせ
１）例

（2325）

会

（2326）

２）国旗およびロータリー旗に礼

２）ソング 日も風も星も

３）ソング 君が代・奉仕の理想

３）卓

４）卓

話 「少しロータリークラブの
50年史をみる」

話 平和と紛争予防/紛争解決月間記念卓話

「平和と紛争予防・紛争解決月間に因んで
～シリアの現状～」 ４）第3回被選理事会
地区国際奉仕副委員長 前田 要之助 様
元米山奨学生
アルマスリ ヤヘヤ 様
国際奉仕委員会

☆☆ ２月度のお誕生日 ☆☆
19日 髙橋 俊起

28日 郡 悦清
（以上敬称略）

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

皆様、こんにちは
早いもので、1月の例会も今週が最後となり次
回は2月になります。週初めは大寒波で40年ぶり
の寒さで凍り付くような気温でしたが昨日あた
りから和らいで過ごしやすさが戻りました。大
阪では寒さによる被害はほとんどなくほっとし
ています。また、大相撲では琴奨菊が優勝し久し
ぶりの日本生まれの優勝者とのことですが、
10年
ぶりとのこととはすこし驚きです。年初来下が
り続けていた株価も低いながらも下げ止まった
感があります。申年は悪いことが去るといわれ
ていますが、いろいろな異常が去ってこの一年
が何事も順調に推移してほしいものです。ただ、
北朝鮮による拉致問題はずっと異常が続いてい
ます。解決を願って関心を持ち続けたいと思い
ます。
本日は例会前に戦略計画委員会を開催いたし
ました。昨年末から御願いしていましたアン

重里

國麿会員

ケートで当クラブの未来についてたくさんのご
意見をいただき有り難うございました。ました。
いただいた御意見を参考に当クラブの戦略の策
定を進めていきますので引き続きご理解とご協
力をお願いいたします。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①（公益財団法人）ロータリー日本財団より、平
成27年7月1日から12月末までの個人寄付につ
きまして、確定申告で税務署にご提出いただ
く確定申告用寄付金領収証が届きました。
「寄
付者の皆様へ」・「税額控除に係る証明書の写
し」と併せて会員ポストにお配りしておりま
すのでご確認ください。なお、「寄付者の皆様
へ」をご一読いただきお手続きをお願いいた
します。
②（公益財団法人）ロータリー米山記念奨学会
より、昨年1年間（2015年1月～12月）の特別寄
付金ならびに普通寄付金につきまして、確定
申告で税務署にご提出いただく書類が届きま
した。寄付金免税申告用領収証（税額控除に係
る証明書の写し付）を「確定申告用領収証送付
の件」・リーフレットと併せて会員ポストにお
配りしておりますのでご確認ください。なお、
「確定申告用領収証送付の件」をご一読いた
だきお手続きをお願いいたします。
③地区より「ロータリー平和フェロー募集」が届

☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（
国内ビジター
国内ゲスト
外国ビジター
外国ゲスト

０名
１名
０名
０名

会員総数
会員出席
出席規定適用免除
会員欠席

56名
39名(52名)
23名
13名

いております。詳細につきましては掲示板を
ご覧ください。
④徳岡昭七郎元会員の「お別れの会」出欠のご返
事を本日中に事務局までご提出お願いいたし
ます。
⑤「観梅のご案内」出欠のご返事を事務局まで
お願いいたします。
⑥「2016年ロータリー国際大会（ソウル大会）参
加希望調査」をご提出お願いいたします。
⑦下半期会費のご請求をさせていただいており
ますのでよろしくお願いいたします。
⑧大阪天満橋RACがホストクラブをつとめます
第2回地区献血にご参加頂けます会員は登録
用紙を事務局までご提出お願いいたします。
⑨「台北陽明ロータリークラブ」創立39周年記
念式典出欠のご返事本日が締め切りですので
事務局までお願いたします。
⑩本日例会終了後、2月度定例理事会を10Ｆ「京
都の間」にて開催いたします。関係各位宜しく
お願いいたします。
⑪次々週2月11日（木）は定款により休会にさせ
て頂きます。なお、事務局もお休みさせて頂き
ます。

☆☆ に こ に こ 箱 ☆☆

敬称を略す

本日の卓話よろしくお願いいたします。
西井 幾雄
西井さん 卓話よろしくお願いします。
溝手 悟
西井さん 急遽の卓話おつかれさまです。楽し
みです。阪本（宗）さん 白浜では大変お世話
になりました！
川原 和彦
阪本（宗）さん 白浜では大変お世話になりま
した。
絵画教室連続欠席のおわびとして。 中野 格
阪本（宗）さん 白浜では大変お世話になりま
した。おいしかったです。
山田 雅則
阪本（宗）様お世話になりました。 寺杣 晃一
大腸ポリープ取りました。検査の結果良性でし
た。
井戸 幹雄
腸内ポリープ３つ無事切除致しました。
石田 道夫
絵画教室 欠席続き申し訳ありません。
川原 和彦
平成28年1月28日
合計金
43,000円
累計金 1,904,000円

☆☆ 先週（1 月 28 日）の卓話 ☆☆
「大学問題」「高大接続改革について」
西井 幾雄会員
急な卓話なので先月（２７日)にシンポジウム
「高大接続一体的改革の推進に向けて」を開催し

）内は会員総数を基準とした値

1月28日の出席率
75.00％
4週間前（1月7日）の
メークアップを含む出席率 88.46％
メークアップ実施会員
2名（欠席者8名)
ました。その内容を中心に話しをさせてもらいま
す。
今、大学ではなぜ「高大接続改革」なのか
大学入試が変らなければ高校教育は変らない
小子化・国際競争の進展の中で、大学教育の
質的転化（しっかりと学ぶ大学教育へ）
選抜の客観性を過度に優先した入試。知識の暗
記・再生を１点刻みに評価する選抜から学力の３
要素をバランスよく育むことが必要
１ 知識・技能の確実な習得
２（１）を基に
して、
思考力、
判断力、
表現力 ３ 主体性を持っ
て多様な人々と協働して学ぶ態度。
大学入試はこう変る
記述式と英語を前倒しで、その他の試験は翌年
１月に実施することを検討
複数回実施を検討中。２７日の日本経済新聞で
は複数回は現実的でないと報道
出題方法（教科・科目ごとの単独試験）
他の教科と・科目との関わりを意識した内
容を取りいれた問題の導入
試験方法（マークシート）
マークシート方式に加え、記述式（国語・数
学で最大３００字程度の短文）も追加
英語の試験基準（読む・聞く力を問う）
「読む・聞く」だけでなく「話す・書く」も
問題の内容（主に知識や技能を問う）
思考力・判断力・表現力など中心、脱暗記型
成績（１点刻み）
一定の点数ごとにグループ分ける表示を採
用
各大学の選抜方法（大学ごとに独自試験）

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
２月第２例会のお知らせ
日 時：2016年2月17日(水)【開 会】19：30
内 容：「科学者の世界 ～ウラ話とそこに欠
けているもの～」
場所：錦城閣（通常例会場）

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
ポーチドエッグ、生ハム、マッシュルーム
エッセンス、パルメザンフォーム
豚バラ肉の黒胡椒煮、マッシュポテトとシェ
リーヴィネガー風味のオニオンソース
アップルタルト、ミックスナッツキャラメル
ソースとバニラアイスクリーム
コーヒー又は、紅茶
バゲット、ソフトロールとバター

