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2013～14年度 北川会長テーマ 

『 自 他 敬 愛 』 
 ～より愛情に満ちた思いやりのある奉仕活動を!!～  

●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 

●3分間スピーチ 

    原田武夫 会長ｴﾚｸﾄ 

 

 

 

 

●卓話 「輝く瞳に会いに行こう 

          - この一年 - 」 

  原田義之様 （ﾁｪﾝﾗｲRC会長） 

●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 

   次年度委員長会議＞ 敬称略 

原田、小北、北川、上山、岡山 

國田、白井、宮田、初木、林宏毅 

田中、稲田、源本、米田、畠仲 

山口伊太郎、重田、三木 

原、 駕田、金森、岩本、森川、上野 

山口尚志、粟津、田中 
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3/21

(金祝) 

・枚方RC・くずはRC 

 親睦ゴルフコンペ 

 交野ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部 

 8時スタート 

3/26 

(水) 

・献血ｷｬﾝﾍﾟｰﾝﾁﾗｼ 

 配布 

・卓話「犬の殺処分 

 まど・みちおさんの 

 追悼」 

 田中一眞会員 

・40周年実行委員会 

3/29 

(土) 

・献血ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 

・長尾駅前時計台寄 

 贈式 

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 

今月の予定 

３分間スピーチ 

第１９０２回 例会  

２０１４年３月１９日（水）くずはゴルフ場 

入会記念日祝 北村隆 会員  入会記念日祝 山口尚志 会員 入会記念日祝 國田欣吾 会員    

次年度地区災害対策ﾌﾟﾛｼﾞｪ

ｸﾄ委員初木賢司会員に委嘱

状が手渡されました！   

おめでとうございます！  

入会記念日祝 上野徹 会員  誕生日祝 嶋田愛親 会員  誕生日祝 田中一眞会員      



 北川順清 会長 

 今日はあいにくの雨となりましたが、先週は15℃と暖かくなったり、寒さが戻った

り不順な気候が続く時期ですが、花は梅から桃へと移り変わり、桜の芽も少し大

きくなって参りました。春も後一カ月待ち遠しいものです。 

 さて、今年は遅い地区大会でありましたが、23日の移動例会と本会議に出席頂

き有難うございました。本大会での特別講演はジャーナリスト櫻井よしこさんの

「日本の進路と誇りある国づくり」でありましたが、この時の出席者が一番多かった

のではないでしょうか。ゆっくりとした口調で、説得力のある自信をもったお話で

あり“アッ”という間の80分でした。以来、私は新聞やテレビ等のニュースの見方

に感化されています。 

 3月は識字率向上月間であります。私は字の通り読み書きのできない人を少な

くする為に、何かのアクションを起こす月間と理解していましたが、単に文字を読

んだり書いたりできるだけでなく、文字の訳、物事の判断、コミュニケーションを取

ることで、生活向上を図ることだったのです。我々も若者の会話には解らない言

葉が沢山あります。若者を理解するためにもある意味で、識字率の向上に努め

なければなりません。 

 本日は嶋田社会奉仕委員長より月間に因んでの卓話ですが、元国税調査官

で日本マインドヘルス協会代表理事を務め「税務署は見ている。」を出版、ベスト

セラーとなるなど、大活躍をされています税理士の飯田真弓様をご紹介して戴け

るそうです。 

 来週は定款で休会しますが、再来週19日にはタイアカ族の子供達の就学支援

（識字率向上）をしていますチェンライRCから原田義之様にお越しいただき、外

部卓話者としてご報告をして頂きます。 

 少し風邪をひいてしまい声も出ませんので早く終わりますが、3月は仕切り直し

て初心にかえれと言う月でもあります。私の会長任期も後4カ月となり、仕切りな

おして、残りの任期をつとめて行きたいと思っております。まずは会員増強にお

力をかしていただきたく、宜しくお願いし会長の時間を終ります。 

【 会長の時間 】 

【卓話】「識字率向上月間にちなんで」 

             社会奉仕委員長  嶋田愛親  
 今月は識字率向上月間となっております。我々日本人にとって識字というの

はあまりピンときませんが、RIとしては世界的な視野でこの問題を捉え、その向

上に努める事が世界の平和に通じるとしていると認識しております。 

 識字率とは文字の読み書きが出来る人の割合をさすものでユネスコでは15歳

以上人口に対する日常生活の簡単な内容についての読み書きができる人口の

割合と解説しています。 

 日本の識字率はフリー百科事典のサイトによれば、99.8%です。世界１８３ヵ国

の中で識字率90%以上の国は104ヵ国あり、全体の6割を占め、一方、識字率が7

割にも満たない国が３３ヵ国、50%以下の国が12ヵ国もなお存在するという厳しい

現状があります。識字率の高低が文化・経済力の高低、さらには先進・発展途

上国と重なっていることが見て取れます。また、昨今の世界の紛争地域が識字

率70%以下の地域と重なっているところも気になります。日本にとって識字率の

 嶋田愛親 委員長 



週刊東洋経済に掲載 

        一般社団法人日本マインドヘルス協会代表理事 

         飯田真弓税理士事務所代表税理士 飯田真弓 様 

 

私は26年間、税務調査という仕事をしておりました。税務調査の対象に上が

る方はもっと税金を払うべきだと思われる方、すなわち、お金持ち。“お金持ち

＝幸せ”と思っていたのですが必ずしもそうではない。かたや調べる側の調査

官。国家公務員で親方日の丸。将来安泰で幸せかと思いきや必ずしもそうでは

ありませんでした。奇しくも2014年3月4日付毎日新聞朝刊の「なにわ人模様」に

私の記事が掲載されました。2008年、国税を退職し心理学をもとに社会を元気

にするワークショップ、メンタルヘルスケア研修を人生の後半の生業にしようと起

業。中小零細企業の方にメンタルヘルスケア研修の必要性を訴えるも、経営者

の方の興味は私の前職である税務調査についてでした。2013年9月、『税務署

は見ている。』（日経プレミアシリーズ）を発行。発売即増刷、現在、7刷、5万5千

部のベストセラーとなりました。「税務調査に選ばれやすい企業とは」、「事前通

知なしで調査官がやって来たら」、「調査官に言ってはいけない言葉とは」、「税

務調査は顧問税理士さんとの付き合い方を見直すチャンス」などについて書い

ていますが、一番大切なことは調査官は何を調べに来るのかということ。それは

経営者の人柄です。調査対象に選ばれたということは何かしら不正を働いてい

るのではないかと疑われてしまったわけです。それを真摯に受けとめ調査に臨

むことが賢明だと思います。経営者にとって本当の困りごとは税務調査ではな

いでしょう。もっと大切なことは人の問題。私はこれからも税務調査対応策に限

らず、企業のコミュニケーションをよくするための活動を展開し、経営者の皆様

のお役に立ちたいと思っております。 

【外部卓話】「税務署は見ている。」 

      ～元国税調査官ベストセラー作家が良心経営を語る～ 

向上はもはやさして必要と思われませんが、母語たる日本語そのものの理解

力、表現力の向上が必要だと思えてなりません。特に義務教育対象者である

子ども達が、自分の思う事を正しく人に言い・書き伝える力を更に身につけるこ

と、そして他人の言葉・文章を正しく理解する力を更に身につけることが、今こ

そ必要ではないかと思います。 

 昨今、想定を超えるような社会的事件・事案が多発していますが、元を辿れ

ばいま述べました日本語の理解力・表現力の不足に起因するように、思えてな

りません。昨年12月の地区大会での分科会で、京都大学霊長類研究所の正

高教授が、「人間にとって障がいとは何か」の講演で、読み書き障がいの話をさ

れました。小学校の国語教育の中で漢字の単語のみを教え語彙を教えないこ

とや、漢字の筆順などさして必要でもないことを教えていることの間違いを指摘

され、子ども達に対し、正しい国語教育法を草の根的に拡めていく事を熱く訴

えられていました。 

 我々日本人、ひとりひとりがｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの力を強化することによって、家庭の

平和、社会の平和、そして世界平和につながる事を願いまして、識字率向上

月間に因んでの言葉と致します。 

飯田真弓 様 



ニコニコ箱 合計 \13,025 累計 ¥927,800 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊会長任期も後４ヵ月よろしくお願いします 北川順清 

＊卓話に感謝して                嶋田愛親 

＊入会記念日のプレゼントを頂いたお礼に 

  （やっと貰えました）              國田欣吾 

○本日の配布物 

①3月19日週報 

②献血キャンペーンのお知らせ 

③くずはRCｺﾞﾙﾌ同好会遠征ｺﾞﾙﾌ旅行のご案内 

○本日の回覧物 

①4月出席予定確認表 

②気仙沼RCへのバナー 

③国際ソロプチミストチャリティゴルフコンペご案内 

○地区行事等出席報告 

3/7地区社会奉仕委員会            初木 

○地区行事等出席予定     

3/19 地区職業奉仕委員会      國田、林宏毅 

3/29 PETS地区合同研修ｾﾐﾅｰ 

               原田、初木、林宏毅、木﨑 

3/29 長尾駅前時計台寄贈式  

4/19 次年度の為の地区協議会 

4/26 社会奉仕新旧委員長会議 

5/10 職業奉仕新旧委員長会議・反省会 

 

大阪府枚方市楠葉花園町14-2 
樟葉パブリックゴルフ クラブハウス２Ｆ 

電話 ０７２-８５５－５１２５ 
FAX ０７２-８５５－５１８０ 

Email: kuzuha-rc@kcat.zaq.ne.jp 
URL:http://www.kcat.zaq.ne.jp/kuzuha-rc/ 
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２０１４年３月の 

 ロータリーレート １＄＝１０2円 

 

第１９０１回例会出席報告（３月５日） 

総会員数 出席者 出席率 

５２名 31名 64.58％ 

第１８９８回 例会補正後 出席率 75.51％ 

   メーク 5名  欠席 12名  除外 2名 

お客様 飯田真弓 様 

                        

＜２０１４ 献血キャンペーン＞ 
３月２９日（土） 

献血キャンペーン 牧野生涯学習市民ｾﾝﾀｰ 

１０：００～１２：００ １３：００～１６：００ 

＜２０１４ 献血キャンペーンチラシ配布＞ 

３月２６日(水） 

 AM７：３０～  京阪牧野駅前にて 

＜社会奉仕委員会からのおしらせ＞ 

＜２０１４ 春の交通安全運動啓蒙活動＞ 

＊４月４日(金)１６：００～啓発パレード 

      集合 15:45 枚方ビオルネ付近 

      パレード（約1時間）終了後解散 

   

＊４月７日(月)７：３０～くずは駅早朝キャンペーン 

      集合 くずは駅前ロータリー  

      配布終了後例会場にて反省会 

 ※参加の場合はスタッフジャンパーの着用をお願いします。 この事業はすべてメイク扱いとなります。 

春季家族例会のご案内 

恐竜博物館観覧と料亭「一乃松」会席料理ツアー 

 ■日  時 ： ２０１４年４月５日（土）8:30～18:15           

 ■集合場所： 京阪樟葉駅前 大阪歯科大前 

 ■会  費 ： 会 員7,000円 ご家族 5,000円 

                    小学生以下無料 

 ■申込締切：2014年3月26日（水）到着分           


