
ニコニコ箱メッセージ（敬称略） 

＊30年前の入会当時を懐かしみ 

        クラブの益々繁栄を祈ります     北村  隆 

＊甲子園出場記念品を頂いた喜びに      源本将人 

＊甲子園大会記念品を頂きました 

        山口会長ありがとうございます    多田利生 

＊誕生日の御祝をいただいて           嶋田愛親 

＊野球同好会トロフィーをいただきました     林  宏毅  

＊地区ガバナー杯の野球大会貢献する事なく 

  準優勝トロフィーを頂いたお礼に       北川順清 

＊誕生日祝いを頂きありがとうございます    田中一眞 

＊甲子園球場出場記念トロフィをいただいて  山中  卓 

＊2011年ネーミング大賞受賞の歓びに    山口伊太郎 

ニコニコ箱 合計 ￥54,000 累計  ￥993,491 

〇本日の配布物 

①春のライラのご案内 

②献血チラシ配布・献血ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ参加のご案内 

③春の交通安全運動のご案内 

〇本日の回覧物 

①八尾RC創立50周年記念誌 

②枚方交野交通安全協会会報 

○地区行事等出席報告 

3/7地区協議会事前打ち合わせ会          初木 

〇地区行事等出席予定 

3/17 職業奉仕委員長会議（本・次年度委員長） 

                             畠仲、中村 

3/24 国際奉仕・WCS本・次年度委員長会議  

                             藤原、粟津       

3/31 PETS・地区チーム研修ｾﾐﾅｰ  高島、初木、國田 

4/3 12-13年度のための地区協議会事前説明会  初木 

4/28 12-13年度のための地区協議会          
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第１８０６回例会出席報告（３月７日） 

総会員数 出席者 出席率 

56名 ３１名 ６２．００％ 

第１803回 例会補正後 出席率 66.00％ 

   メーク ５名  欠席 1５名   除外 ７名 

  

   2011～12年度 ３月度理事会通信  

 

〇報告事項 

 ①４月４日外部卓話の件 ７月交野警察署開署に伴う 

   事前説明 （講師 準備室室長 多田様） 

 ②春の全国交通安全運動の件 

  ４月６日(金)１６時～ビオルネ横よりパレード参加 

  ４月９日(月)  ７時30分～くずは駅前にてグッズ配布 

 ③春の献血キャンペーン 

  ３月２９日(木)10時～16時 於：牧野生涯学習センター 

 

〇協議事項                             

 ①原田義之氏提案（タイ支援新プロジェクト）の件 

   次年度へ協議を持ちこさず本年度理事会にて 

   新プロジェクトには支援しないことで承認 

 ②東北支援依頼(守口RC、地区、盛岡西北RC)の件 

   当クラブは本年度実施した気仙沼への支援を 

   クラブ一体となって今後も継続する 

   上記の支援要請についてはしないことで承認  

 

〇追認事項 

  ・春のライラの件      ３名応援登録で承認 

〇その他 

  ・家族例会ホタル狩りの件   

    6月30日(土)開催予定、詳細は今後検討 

＜ 第2回情報集会のお知らせ ＞ 

 

 〇日 時 ： ２０１２年３月２１日（水）１８：００～ 

 〇 所 ： ひらかた仙亭 ☎ 072-846-3333 

 〇会 費 ： ５，０００円  

 〇締切り ： 3月14日（水） 

 

 仙亭の料理長より【男性でも気軽にできる家庭料理】を 

 提供して頂けますので是非、ご参加ください！ 

＜ 第26回三九会のお知らせ ＞ 

 

 〇日 時 ： ２０１２年３月２８日（水）１８：００～ 

 〇場 所 ： 宇和海料理 藝夢（げいむ） 

         大阪市北区天神橋2-2-7 ☎06-6355-1188 

 〇会 費 ： １２，０００円 

  南宇和深浦港から直送された新鮮な海の美味・珍味 

  （タビ海老やセミ海老のお造りなど）が味わえます！ 

今日の歌♪ 

 「四つのテスト」 

真実か どうか 

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 

 

今後の予定： 

3/21 

(水) 

・卓話「不動産と不動 

 産業の歴史」 

  重田惠年 会員 

・第2回情報集会 

3/28 

（水） 

・卓話「日本と世界」 

  辻村順一 会員 

・三九会 

4/4 

（水） 

・外部卓話 

 交野警察署準備室 

  室長 多田様 

・定例理事会 

  

4/11 

（水） 

・卓話「ロータリー雑誌 

 月間に因んで」 

  多田利生委員長 

・被選理事会 
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３月：識字率向上月間 
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                  ▲富士山大噴火(800)▲浅野内匠頭長矩、吉

良上野介義央に切りかかるが失敗、切腹に(1701)▲五箇条の御誓文

(1868)▲明治政府、外国人との婚姻を許可(1873)▲ロシア二月革命終わる

(1917)▲戦時下、たばこの配給が成人男子１日３本になる(1945)▲衆議院

で野党３派提出の吉田内閣不信任案が可決され、衆議院が解散 （バカヤ

ロー解散）(1953)▲大阪・吹田市で日本万国博覧会(EXPO'70)開幕(1970)

▲東京～大阪間を２時間３０分で結ぶ東海道新幹線「のぞみ」営業開始

(1992)  

第１８０７回例会プログラム 
 ２０１２年３月１４日（水） くずはゴルフ場 ３F 

●12:40開会点鐘 

●友情と親睦の握手 

●ロータリーソング 

 「四つのテスト」 

●お客様紹介 

●会長の時間 

●幹事報告 

●委員会報告  

 ・出席状況報告・他 

●新会員自己紹介 

   稲田義治 会員 

●卓話 

   中村 雄策 会員 

●その他  

 ・ニコニコBOX報告 

●13:30 閉会の点鐘 

●本日の会合 

 ＜被選理事会及び 

     予定者クラブ協議会＞ 

高島、原田、畠仲、川島、今西、北川

山口(伊)、藤原、多田、重田、中村 

上山、西田、日野、嶋田、山口(尚) 

金森、平尾、源本、、辻村、中谷 

山本(一)、粟津、國田、橘、木﨑 

原、宮田、南 

月 日 3分間ｽﾋﾟｰﾁ 

3 

１４ 重田会員 

２１ 嶋田会員 

２８ 嶋中会員 

4 

４ 多田会員 

１１ 橘会員 

１８  

２５ 田中（一）会員 

  

３月の花「ブルーデージー」 

花言葉：純粋・幸福・恵まれている・ 

    かわいいあなた・無邪気・協力 

 

 

 
  

属名のフェリシアはラテン語の「felix（恵ま

れた）」という意味で、青の花弁と中心にあ

る黄色のコントラストがきれいな花にちなみ

ます。和名は「ルリヒナギク（瑠璃雛菊）」

です。英名は「blue daisy（ブルーデー

ジー）」、または「blue marguerite（ブルー

マーガレット）」とも呼ばれます。  



会長の時間 

３月ご入会記念日・お誕生日おめでとうございます！      
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卓  話 

 日本において日本人に識字率向上といっ

ても関心の薄い話題で、それは日本では子

供達も義務教育制度のおかげで識字率が

高いからだと思います。日本人は江戸時代

に養われた高い識字率が今の日本の発展

につながったと言われています。先人たち

が身分や性別を越えて文字教育をになっ

た寺子屋制度などもその原因の一つだと思

います。 

 しかし、日本の中には識字率の問題があ

るとの指摘があります。それは日系ブラジル

人など就業のため日本に在住する外国人

が増えているが、その人たちの多くは日本

語力が不十分でうまく日本の社会に溶け込

めないでいます。日本の社会に同化できな

い人々が自分たちだけで村社会をつくり、

日本人と隔離された生活空間をもつと、や

がて地域住民との間にトラブルが生じたり、

日本人から暴力を加えられたりして事件と

なったりするのだと思います。 

 例えば、ドイツが大量に言葉を知らない移

民を受け入れたため、その反動としてナチ

スが政権をとりユダヤ人などを迫害して第

二次世界大戦に突き進んでいった苦い歴

史があります。ロータリークラブ２６１０地区、

２０１０～１１崎山武文ガバナーの言葉で「ど

うなんだろう。ロータリーの基本は英語であ

る。英語を基本とすると日本のロータリアン

の識字率はもしかしたら世界の先進国の中

で最下位だろう。皆さんはどうお考えです

 最近は寒暖の差が甚だしい日が続い

ておりますが、健康にはご留意のうえ、

例会には是非ご出席の程お願い申しあ

げます。次に、直近の会員動向につい

て申し述べます。 

 宮田会員のご尊父様が去る2月１5日

にご逝去になり謹んでご冥福をお祈りし

ます。小林会員が2月19日以降関西医

大に入院中でしたが来週には退院

の予定です。金森会員は2月17日

以降入院中ですが退院は間近かと

承っています。三村ガバナー補佐

が3月28日ラジオ大阪「高岡美樹の

べっぴんラジオに出演されますので

ご清聴なさってください。 

「識字率向上月間に因んで」     國田欣吾 社会奉仕委員長 

入会祝 北村隆会員    入会祝 多田利生会員  入会祝 國田欣吾会員   入会祝 山口尚志会員 

誕生日祝 田中一眞会員    誕生祝・還暦祝 

                     嶋田愛親会員 
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か。」英語を話せない我々ロータリアンに

訴えているような気がします。 

 また、先月の卓話で、タイのチェンマイ

RCの原田先生の話の中でありましたよう

に、開発途上国では主として女性や子供

の識字率が低く、例えば薬のビンに書い

てある処方の文字が読めないため言われ

て安易に飲んでしまったり、１日３回食後

にというのを１日で全て飲み健康被害に

あったりしている。また、読み書きができな

いためエイズや麻薬についての知識がな

く、自覚がないままに被害が拡がってい

く。さらに、知らないまま麻薬の仲介役にさ

せられたりしているケースもあり、やがて国

境を越え日本など先進国に拡がってし

まっているのが現状です。 

 非識字者は就職が難しく、それが貧困を

招き悪い道に引きずり込まれたりしていま

す。世界には沢山の非識字者がいる事実

を知り、皆で活動に参加する意識を高め

ていくことが必要だと思います。 

〇社会奉仕委員会報告 

 当クラブは昨年気仙沼へ行きましたが、

単年度にならないように３年以上の長期に

亘って支援してもらいたいと個人的に思い

ます。そしてどのように町が復興していくか

を知ることが枚方市においてロータリーク

ラブの社会づくりとして必要だと思います。 

次年度も８月から９月にかけて昨年同様に

いかれる話があるようですので、行かれま

したら次年度社会奉仕委員長からの報告

を期待しています。 

 くずはロータリークラブのいくつかの社会

奉仕事業について若干お話をさせていた

だきます。昨年岡山委員長がされたアン

ケートをもとに本年は事業の内容の精査を

させていただいております。 

１０年前、会員の方よりの紹介もあり、支援

の最初はそれなりの目的と意義があったと

思いますが、５年、１０年の歳月が経つと

時代の流れの中で、変わってきていると思

うので、今の時代において必要な事業が

あれば積極的に行っていかなければなら

ないと思います。 

 しかし、事業が重なっていくと金銭的にも

実働的にも負担が重なり支援したくてもで

きないこともあります。丁度１０年前退会さ

れた首藤さんと本年度理事の上山さんで

見直し、８年前には１０団体を取り止められ

ました。現在は社会奉仕の事業 １５団

体、新世代 ６団体 計２１団体で、昨年会

長幹事会で１０年近くなったので、次年度

高島会長のときに見直されるようです。 

私個人で思うのですが、もう一度リセットし

て今までの事業は期限を決めて支援金の

額をはじめ期間を決めた方がいいと思い

ます。当然、これから支援する場合は、初

めから期限を決めて相手方に文書か何か

で伝えるべきだと思います。例えば、初め

の財務が厳しいときは３年、５年間だけ多

めに渡して５年後は半分にして１０年後に

支援を取り止めるというように方向を決め

た方が新しい事業に支援できると思いま

す。 

 私自身、まだ１０年足らずのロータリー経

験しかないので、大変失礼、無礼を申し上

げますが、今から今年度中、５月末までに

当初事業支援された会員の皆様にいくつ

かの事業のお話を聞かせていただき、こ

れからも続けていくことを含めてご意見を

いただこうと思います。また、それらを整理

して次年度の会長幹事にお渡しさせてい

ただき仕事を終えたいと思います。 

  

                        ＜献血キャンペーン＞ 
2012年３月２９日（木） 

献血キャンペーン 

１０：００～１２：００ １３：００～１６：００ 

牧野生涯学習市民センター 

＜献血キャンペーンチラシ配布＞ 
201２年３月２７日(火) 

AM７：３０～  

京阪牧野駅前にて 

   

会員の皆様、ご協力よろしくお願いいたします。              社会奉仕委員会 


