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次回の卓話

2010年6月16日（水）

「私の履歴書」

綾野浩司会員
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四四四四つのつのつのつのテストテストテストテスト 言行はこれらに照らしてから

１． 真実かどうか ３． 好意と友情を深めるか

２． みんなに公平か ４． みんなのためになるかどうか

今週今週今週今週のののの例会例会例会例会 第第第第2742274227422742回回回回
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ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ「Sing! Everyone,Sing! 」

唱歌「茶摘」

お客様の紹介

出席報告

会長の時間

幹事報告

委員会報告

ニコニコ箱の紹介

卓話

「薬物乱用及び防止活動について」

大阪府健康医療部薬務課

麻薬毒劇物ｸﾞﾙｰﾌﾟ

課長補佐 中田裕紀様

(紹介:岡本桂四郎会員)

Sing! Everyone,Sing!

Sing,everyone,sing.Sing,everyone,sing.

Let’s get together in all kinds of

weather and sing,everyone,sing.

Smile,everyone,smile.

Smile,everyone,smile.

All of your troubles will vanish like

bubbles,so smile,everyone,smile.

Serve,everyone,serve.

Serve,everyone,serve.

Serving humanity,Rotary’s

destiny,Serve,everyone,serve.



岡本桂四郎会長

●会合報告

6月1日RAC例会に櫻井幹事・山形委員長ととも

に参加いたしました

●会合報告・近隣新旧会長幹事会に出席して

どのクラブも“楽しい例会”をモットーに活動

しています。しかしながら、どのクラブも悩ん

でいますのが会員減少で、現状維持であれば良

い方と言うのが実状です。従って、出席率は良

くなっています。各クラブが独自で、又はWCSに

マッチングした活動がありましたが、印象的だっ

たのが貝塚コスモスRCが独自でRYLAを行っている

事です。我がクラブはRACを提唱して、６組の中

でも唯一です。彼らと共にﾛｰﾀﾘｰ活動を楽しみま

しょう。

会員数39名 出席義務会員数34名

６月２日 出席会員27名 79.41％

５月１２日 MUを加えて 88.24％

中塚 清会員

浦川 信司会員

2010年6月2日 第2741回

国歌斉唱

ロータリーソング「奉仕の理想」

岸和田RC歌「両手を揚げて」

お客様の紹介

出席報告

誕生日・結婚記念日のお祝い

会長の時間

幹事報告

委員会報告

ニコニコ箱の紹介

卓話

「寄附講座とｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ」雪本 栄会員

岡本 桂四郎会長

結婚記念日

肥後 眞弘会員

●2010‐2011年度 国際ロータリー第2640地区

ガバナー事務所開設のお知らせ。詳細は事務局迄

●例会臨時変更のお知らせ

岸和田南RC・橋本紀ノ川RC・和泉RC・関西国際

空港RC・泉佐野RCより例会変更のお知らせが届い

ております。詳細は事務局迄。

櫻井新嗣幹事

●岡本桂四郎会長

65歳の誕生日格別です。お祝いして頂きあり

がとうございました。

●雪本栄会員

本日、卓話を担当させていただきます。

●竹田儀子さまから

（竹田耕作名誉会員の奥様）

誕生日のお祝いに対して

お礼状とともに寸志が届

いております。



●第12回「ロータリーの友」地区だより(６月号)

から是非お目通し頂きたい記事を紹介しました。

高松正剛広報委員長

寄附講座寄附講座寄附講座寄附講座ととととインターンシップインターンシップインターンシップインターンシップ 雪本栄会員雪本栄会員雪本栄会員雪本栄会員

「寄附講座」は、民間企業や行政組織など、大学や

研究機関の外部組織から教育・研究振興のために寄

附された資金や人材を活用し、研究教育を行う活動

です。理系の学問分野における寄附講座は外部から

寄附された資金を元に、開設講座を組織化し研究活

動を行います（一例として、医薬品メーカーから寄

附された資金を元に、難病の治療法を研究するな

ど）。営利目的の研究が主軸ではありませんが、寄

附者の意図を汲んだ研究内容が多くみられます（新

技術の開発等）。他方、文系の学問における寄附講

座は、その多くが大学において行われ、授業の一環

（多くの大学では、自らの大学で特に力を入れてい

る教育・研究の分野で行われる）として実施される

場合が大半です。寄附の内容は資金の提供ではなく、

カリキュラムやテキストを作成し、講師を派遣する

といったノウハウ・人材面での寄附が多いようです。

関西の士業では、税理士会が初めて立命館大学で

寄附講座を開講したそうですが、大阪土地家屋調査

士会では、平成１４年から京都産業大学で、この事

業を開始して、昨年は、近畿大学・関西大学・同志

社大学で寄附講座を開講しております。 （京都産業

大学は京都会に引継ぎを完了）学生は、民法の「物

権」の中で、所有権を中心とした権利の対抗要件と

しての登記手続きについては学びます。しかし、

「権利の客体及びその公示方法」である表示登記に

触れる機会はほとんどないというのが実情です。

しかし一方で、国民は義務として表示登記を申請

しなければならず、かつ、学生にとっても、経済活

動の基盤である不動産の知識が必要であることはい

うまでもありません。この講座では、広く表示登記

を理解してもらい、将来、不動産登記制度を担う人

材の育成を目的としています。本会では、この事業

は制度のＰＲを行うことと、資格者としての社会貢

献を通じて調査士制度の存続、発展と向上に寄与す

ることが求められていると考えられております。

次に、「インターンシップ」ですが、インターン

シップとは、学生が在学中に自らの専攻や将来のキ

ャリアに関連した就業体験を行うことで、学校と企

業との連携によって行われるものをいいます。職場

見学から、業務体験、企画立案まで幅広く実施され

ていますが、教育実習や医療実習などはインターン

シップに含まれません。文部科学省の調査では、２

００７年度（平成１９年）に実施した大学は６７％

に達し、体験学生数は６万人を超えているそうです。

おもに大学生や高等専門学校生を対象としています

が、短大生や高校生にも広がっており、就業期間は

夏休みなどの１週間～１ヶ月が主流ですが、半年を

越すものもあるそうです。有給、無給の両方があり、

インターンシップ参加を単位として認定する大学が

増えているようです。これは、２０世紀初頭にアメ

リカの大学で始まった仕組みで、自分が専攻する学

問が社会でどのように生かされているかを職場で確

かめ、学問に生かす試みでした。ただ近年、単なる

単位取得や就職に有利との理由でインターンシップ

を利用する学生が増えており、学生を安価な労働力

とみる企業も少なくなく、プログラムの改善が課題

となっているようです。インターンシップの意義と

は、「就業体験」を通して １．｢仕事観・人生観を

醸成する」２．｢残りの学生生活ですべきことを明確

にする」だといわれています。「なぜ、働くのか？｣

「なぜ（何のために）生まれてきたのか？」「残り

の学生生活で何をしておくべきなのか？」について

じっくり考えるためであると言われています。イン

ターンシップの目的としては、就業体験により仕事

のスキルを高めたりすることよりも、卒業してから

の自分の人生におけるベースづくりを行うことに尽

きるとも言えます。人生において、常に目標として

いくことは、「人間性を高めること」と「自分の役

割（特性）を早く発見し、それに全うすること」

「その上で自分が幸せになり、まわりを幸せにする

こと」でしょう。はやくこのことに気付き(実感し)全

力を傾けて努力していけるかが人生の課題とも言え

ます。誰しも年老いてからこのようなことに気付き

ますが、もっと早い時期に認識して、自分が明日の

社会を引っ張っていくという気持ちになれればと思

います。社会人になってから出来ること、考えるこ

とを今から準備しておく事が大切だということです。
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JUNE ～ JULY ２０１０ ６月ロータリー親睦活動月間

Sunday      日 Monday 月 Tuesday 火 Wednesday 水 Thursday    木 Friday        金 Saturday    土

例会「薬物乱用及び

防止活動について」
中田裕紀様(紹介

岡本桂四郎会員)

親睦旅行

親睦旅行
親睦旅行

例会「私の履歴書」

綾野浩司会員

RAC例会休会

合同懇談会

振替休会 新入会員歓迎会及

びRAC合同夜間例

会 於.岸和田ｸﾞﾗﾝ

ﾄﾞﾎｰﾙ

RAC地区大会

ｺﾞﾙﾌ同好会

例会「退任の挨拶」

岡本会長・櫻井幹
事

20 21 22 23 24 25 26

6 7 8 9 10 11 12

27 28 29 30 JUL.1 2 3

13 14 15 16 17 18 19

近隣クラブ卓話ご紹介

岸和田東ＲＣ ６月１８日（金）「高血圧治療とｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ2009」 西村 進会員

岸和田北ＲＣ ６月１５日（火）「フリートーク」

岸和田南ＲＣ ６月１７日 →１９日（土）「家族例会」

２０歳頃までは、勉強したくない人間はしなくても

生きていけます。親にも平気で反発できます。嫌な友

人や知人とはすぐに縁を切ることもできます。嫌なこ

とはすぐにやめられます。しかし、働くとどうでしょ

う？成績を上げるために、勉強せざるを得なくなりま

す。上司にも叱られ、苦しみます。嫌な人ともうまく

付き合っていかねばなりません。残業などでストレス

をためることもあります。そういう意味で、人間を成

長させるために「労働」というものが存在していると

も考えられます。楽をすることはある意味大切なこと

ですが、自分の成長のためには適度なストレスを与え

られていく必要があるのかもしれません。ストレスを

乗り越え、さらに強いストレスに立ち向かっていくこ

とで人間性が高められることになるのでしょう。私た

ち大阪土地家屋調査士会が行っているインターンシッ

プでは、最初と最後に「開校式」と「閉校式」を開催

しています。

最初に自己紹介と目的や意気込みを発表してもらい、

閉校式で感想を述べてもらいます。学生さんは数名で

すが、その学生さんを受け入れる事務所先生と執行部

の役員、委員会メンバー、ほかの単位会役員などの平

均年齢５０，６０歳のおじさん、おばさんたちの前で

しゃべるのもいい経験になるのだと思います。

多少のお世辞の部分はあっても、さまざまな就業体

験は大いにプラスであったという感想をいただきます。

夏休み中の２週間という短い期間ではありますが、ほ

かの多くの学生さんが遊んでいる時期に無報酬で仕事

をしようという気持ちになれることは素晴らしいこと

だと思います。実際、閉校式終了後に簡単な飲食の時

間を設けておりますので、何人かの学生さんとお話し

をする機会があって、本当にいい方々ばかりだと感じ

ました。これから社会人として活躍されることをここ

ろから願う気持ちになります。


