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RI テーマ
ベテランと若手の団結で
品格あるロータリー活動を！

第２６６０地区
八尾東ロータリークラブ
YAO EAST ROTARY CLUB

四
四つ
つの
のテ
テス
スト
ト
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

Rotary International
国際ロータリー会長
K.R. ラビンドラン

●創
立：１９７３年２月２３日
●会
長：上田 郁生
●幹
事：上山 惣太
●会報委員長：堀内 伸也

☆8 月誕生月祝
高橋会員、堀内会員、武田会員、髙岡夫人

第 2053 回例会

☆｢ロータリーの友｣紹介

① 開会 点鐘

長尾

② ソング ｢我等の生業」

穣治広報・雑誌委員長

③ ビジターの紹介
④ 皆出席祝 7 年 石川 義一会員

＊8/8（土）
2015-2016 年度第 1 回クラブ国際奉仕委員長会議

⑤ 会務報告

於：薬業年金会館

｢会長の時間｣「幹事報告」

受付 13：30～

⑥ 委員会報告
｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」

301 号室

会議 14：00～16：00

髙岡 正和国際奉仕委員長 出席予定

⑦ 第 1 回クラブフォーラム
クラブ運営委員会部門
石川 義一クラブ運営委員長
⑧ 閉会

新旧理事役員慰労会 11：30～13：30 頃
於：博多華味鳥 心斎橋店
上田、上山、品川、鈴木、山田、石川、高橋、

点鐘

中澤、桑田、長尾、山本事務局員 参加予定
＊8/1（土）2015-2016 年度
第 1 回クラブ広報委員長会議
於：薬業年金会館
登録受付

301 号室

13：30～

会議

14：00～16：00

長尾 穣治広報・雑誌委員長 出席予定

第 2054 回例会

2015 年 7 月 24 日（金）
出席報告
例会数

会員数

出席数

出席率

第 2052 回

27 名

19 名

76.0％

第 2050 回

27 名

21 名

87.5％

備 考
出席義務免除
7 名（出 5）
補
填
6名

8 月 7 日（金）

★例会前：8 月度定例理事会

ニコニコ箱

☆卓話「会員増強・拡大月間に因んで～仲間を

●上山さん、卓話よろしくお願いします。

増やそう～」

池本 繁喜会員増強委員長

上田 郁生会員

★例会場：㈱西武百貨店八尾店8階バンケットルーム ℡:072(997)0111 内線5580 ★例会日時：毎週金曜日12時30分
★事務所：〒581-0803 大阪府八尾市光町2丁目60番 西武百貨店内 ℡:072(997)0626 Fax:072(997)2620
★http://www.yaohigashi.org/ E-mail:yaohigashi@japan.email.ne.jp

●酷暑の折柄、皆さんお互いに健康に留意しましょ
う。

森田 時男会員

●上山さんの卓話楽しみにしています。初めに「こ
とばありき」とことばは大変重要です。
品川 芳洋会員
●早退させて頂きます。すみません。
武田 大輔会員
●先々週欠席のおわび！

長尾 穣治会員

●・毎日暑い日が続きます。お互いに健康管理に留

実際にはうなぎの旬は冬で、冬眠前に栄養分を
貯め込んでいる時期が最も栄養価高いようで
す。しかしうなぎにはビタミン A・ビタミン B 群
が多く含まれており、時期を問わず栄養価が高
いのは事実です。

これからますます暑くなってきます。うなぎだ
けではなく栄養価の高い食べ物をしっかりと摂
り、熱帯化してきている日本の夏を乗り切りま
しょう。

意しましょう。
・上山さん卓話楽しみです。

詠まれているようです。

鈴木 洋会員

●暑中お見舞い申し上げます。上山さん卓話よろし
くです。

集にも暑い時期にうなぎを食べるという習慣が

奥田 長二会員

幹事報告

●台風一過、又 12 号が近づいていますが、皆々お身
体を大切にして下さい。
上山惣太幹事さん、卓話楽しみです。
桑田 タア子会員

①本日、活動計画書、活動報告書ファイルを配
布しております。

●今回合計 10,000 円

「ことば」
◎累計

30,000 円

会長の時間

上山

惣太会員

私は今回の卓話で以前から興味があった（失礼
かもしれませんが）手話について考えたいと思

先週は台風による警報が出ていたため休会となりま

います。以前から・・と言いましても、決定打

した。

は先日のアールブリュットのイベントの際、参
加者は障害をお持ちの方、聴覚が不便な方もお

大型台風の影響により大雨が降り、八尾市にも避難

られ、前で先生が手話にて関係者の挨拶を代弁

勧告が出た地域もあったようですが、大きな被害も

されていたのを見た帰りに思いました。何の知

なかったようで安心しました。最近地球温暖化の影

識もありませんが、中には分かり易い表現もあ

響か、台風が大型化しているようです。今後も 10 月

りました。

くらいまでは台風の季節です。充分に注意していた

まず私達が普段使用しているのが音声言語で、

だきたいと思います。

聴覚を利用します。同音語は聞き手の知識、経
験、感情、立場によってさまざまに理解され、

今日は土用の丑の日です。この日にはうなぎを食べ

また刻々と消えていきます。

て暑い時期を乗り切ろうという風習があります。一

これに対して、文字言語は筆記用具などの伝達

説には平賀源内が鰻屋より依頼を受けて発案した宣

道具を必要とし、またある程度の期間保存され

伝活動が定着したと言われていますが、古くは万葉

るため、時間的にも距離的にも役立ちます。

手話は手指動作と非手指動作を同時に使う視覚
言語で、音声言語と並ぶ言語であります。手話は
手や指、腕を使う手指動作だけでなく、顔の部位
（視線、眉、頬、口、舌、首の傾き・振り、あご
の引き出し）が感情表現の他に文法要素となる場
合があります。
手話は、聴覚障害者の間で受け継がれていき、手
の形や動き、顔の表情などを組み合わせた「日本
手話」とは別に日本語の語順に合わせて手話の単
語を並べていく「日本語対応手話」があります。
手話通訳で日本語を話しながら同時に手話を使
う場合や講演会で学ぶ場合の多くは日本語対応
手話にあたります。
また聾教育において古くから手話法による指導
と、口の動きや表情で内容を読みとる口話式によ
る指導について議論されてきました。
フランス

レペ氏（1712-89）は手話と指文字で

聾児を教育する「方法的手話」、ドイツ

ハイニ

ッケ氏（1727-90）は口話式で、ヨーロッパでは
200 年間、またアメリカでの 100 年間、口話、手
話論争が続きました。
現在、教育の場や福祉などの公共の場で広く使用
され、一層の広がりをみせていますが、これらの
場では手話通訳者が重要な役割を果たしますが、
充分な確保は難しいといった状況もあります。
今回の卓話をきっかけに私自身もう少し勉強した
いと考えております。
会員の皆様、すでに手話を理解されていらっしゃ
いますか？

第２６６０地区
八尾東ロータリークラブ
YAO EAST ROTARY

