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ＶＯＬ．４６
本日のプログラム

９ 月 １１日（2174 回）

「 ＲＹＬＡセミナーに参加して 」
2018-19 年度ＲＹＬＡ受講生 藤井 萌衣 様
２０１９年 ９月 ４日(水) 第１例会
～体操～

次回のプログラム

９ 月 ２５日

「 移動例会 」
於）京料理 箔
1 億 2000 万人いるといわれています。識字率の低い背景
には歴史的、地理的な要因が考えられますが、まず貧困や
差別、紛争などの理由で、学校に通うべき年齢で、教育を

１．国歌斉唱

「 君が代 」

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ

受けられないことが挙げられます。女の子よりも男の子の
教育に力を入れる傾向があり、女性トイレがない学校や、

「 奉仕の理想 」

女の子は勉強をする必要がない。と考える家庭が多く存在

２．ビジター紹介
(尼崎南ＲＣ)

するのも事実です。学校が無償化されていたとしても、
吉田 哲也 氏

交通手段がない遠方に住む子供たちは、学校に通うことが

(小畑会員ゲスト) 大海 昌栄 氏

できない現状もあります。ロータリーはそういう現状にお
いて、学校の建設に力を入れています。また、学校に通え

３．出席報告

たとしても公用語で授業が行われるため、独自の言語や、

会 員 数 ４７ 名

出席数

３８名

文化を持つ少数民族の子供たちの多くは、授業についてい

出 席 率 88.37％

前々回補正 97.72%

く事ができません。言語を話せる先生も不足しています。

【本日の欠席】

ロータリーでは、言語を話す先生の教育育成にも力を入れ

浜田・田村・兼重・越賀・光川・的場・西村(嗣)・

ています。読み書きができないとどんな影響があるのでし

高山・山中 各会員

ょう。体を悪くした時薬を飲みますが、書いてある文字が

【補填】8/21

読めない。また危険、進入禁止と書かれていてもわからな

近・的場・中西・安田

各会員

い。ある国では字が読めないまま相手を信用し、契約書に
サインしてしまい、土地を騙し取られたり、娘を売られた

４．会 食

りする家族が後を絶ちません。薬だと思い農薬を飲んでし
まう人もいるそうです。基本的教育と識字率向上は、ロー
タリーの 6 つの重点分野の一つとなっています。重視する

５．会長の時間
9 月は基本的教育と識字率向上月間。また、ロータリー

理由ですが、すべての女性が初等教育を修了すれば、妊婦

の友月間でもあります。9 月 8 日は「国際識字デー」です。

の死亡率は 66%減少するとの事です。母親が識字できる場

1965 年にユネスコが制定した国際デーでもあります。

合、5 歳未満の乳幼児死亡率が低いという統計もあり、識

イランのテヘランで開催された世界文相会議で、パーレビ

字率の向上は、
貧困解決に効果があると証明されています。

国王が、各国の軍事費 1 か月分を、識字教育にまわすよう

文明社会の現代でも、7 億 5000 万人以上の成人が読み書

提案したのを記念し、制定されました。ざっと 10 億人近

きができません。当クラブでも 2005 年喜多会長年度に、

い人々、世界人口の約 4 分の 1 は、文字を読むことができ

ソウル城東ロータリーとの協同事業として、エチオピアの

ない。と推定されています。文字が読めない人は独立でき

子供達に文具を送ってもおります。ロータリーでは学校を

ず、悪質なごまかしや貧困、また、国際社会において障壁

作る。教師を育てる。図書を贈る。とまさに 3 本の矢のご

となっており、今でも学校に通っていない子供は、世界に

とく活動しております。次に、ロータリーの友月間につい

ＲＯＴＡＲＹ ＣＯＮＮＥＣＴＳ ＴＨＥ
国際ロータリー会長

ＷＯＲＬＤ

ﾏｰｸ・ﾀﾞﾆ ｴﾙ・ﾏﾛｰﾆｰ

「 つながりは挨拶から
会 長

森 本 吉 昭

」

て今まで私自身毎月「ロータリーの友」を頂いてはおりま

当日 12 時 30 分 現地集合

したが、詳しく見ることもなく、本の中に掲載されている

・広報委員会(藤井輝男委員長)

写真などを見る程度で、あまり関心がありませんでした。
そんなおり問題が起こりました。規定審議会での決定事項
決まった事なのですが、今年度会長になったばかりで自分
自身戸惑っており、安藤さんに相談させて頂きました。

週報のペーパレスへの協力のお願い
・長期計画会議(藤井会員)
会議案内：9/12(木)19：00～ｳﾞｨｽｷｵにて開催
ゴルフ同好会

次の週の例会時ロータリの友を持ってきて頂き、悩んでい

9/21(土)本年度第 1 回ゴルフコンペ参加者 17 名

た事について書かれている箇所に付箋をつけて下さり、

2～3 名余裕あり、参加希望者は同好会まで

問題だと思い込んでいた事も、自分なりに解決したように
思えます。安藤さんはロータリーについて今までもずっと

囲碁同好会
今月は、第 2 週例会終了後、開催

勉強されており、また、ロータリーの友の重要性も教えて
頂きました。1953 年 1 月「ロータリーの友」は創刊され
66 年目。全国 34 地区を「つなぐ」ため、地区ごとの活動
や、ロータリーの情報など、幅広く掲載されています。私
自身も初心に

戻り、今一度ロータリーを学ぶため、し

っかり熟読していきたいと思っております。

９．ＳＡＡ報告
↠↠↞↠↠↞↞↞↠↞↠↠↞↞↠↠↠ ニコニコＢＯＸ ↞↞↞↞↞↞↞↞↞↞↞↞↞↞↞↞
＊久しぶりにお世話におじゃまします。
よろしくお願いします。
························ (尼崎南ＲＣ)吉田哲也 氏
＊尼崎からスタートしたスペシャルオリンピックス日本

６．今月の誕生日及び結婚記念日お祝い

兵庫がお蔭様で２０周年を迎えました。組織の大きさで
は全国ベスト３に入っています。
············································ 喜多
＊盆が終わったと思ったら、もうお彼岸です。お彼岸の
案内を発送しました。
·········································· 田野島
＊10 月 19 日、新しくハローキティールームが誕生します。
詳しくはホームページまで
············································ 滝口
＊誕生日お祝いありがとうございます。
································ 西川・松本・田村

会員

＊夫人誕生日お祝いありがとうございます。

西川 一正 ９月 ２日

松本 勝憲 ９月２５日

田村 征介 ９月２９日

············································ 礒田
＊結婚記念日お祝いありがとうございます。

夫人

······································ 川口・中西

浜田紀代子９月１５日

礒田 麻実 ９月２１日

結婚記念日御祝
川口 榮一 ９月１０日

＊本日早退します。中西さんスピーチ聞けず申し訳
ありません。

中西 孝光 ９月１５日

············································ 武部
＊今日はスピーチをはしょります。よろしくお願いします。

７．幹事報告

············································ 中西

1) ロータリーレートの変更のお知らせ
9 月 1 日より １㌦＝￥106 となります。
2）地区より 2018-19 年度会計報告が届きました。
回覧

します。

3）例会終了後、２Ｆセーヌにて理事会を開催。

＊元会員の田口さんとお会いしました。
転居ハガキに添えられた文面です。
ＪＲ芦屋駅で声を掛けてもらって有難うございました。
本当に懐かしかった。語れる友人がほとんど亡くなった
ので短時間でも、貴君と喋れたのは大変嬉しかった。
また会えることだと思います。

８．委員会報告
・親睦活動委員会(平野委員長)
9/25(水)移動例会 京料理 箔での案内

以上の内容です。
············································ 久保

＊中西会員、スピーチ楽しみにしています。
·················· 安藤・藤井(秀)・藤井(輝)・平野・

32 の地域雑誌はその発行地域のロータリークラブやロー
タリアンの活動を紹介するとともに、
「The Rotarian」

勇・ 石本・川口・ 木村・近・

から指定される記事を、その地域で使われる言語に翻訳

小坂・久保・松本・森・森本・

して掲載しています。記事だけでなく、表紙にも、そのお

内藤・中井・中田・西川・西村(太)・

国柄が表れています。

小畑・小野・太田・齊藤・三田・
杉浦・田中・内堀・梅崎・渡部・
安田

1977 年、公式地域雑誌（現在はロータリー地域雑誌）に
ついての規定が、RI に設けられました。
各国のロータリーアンのため、自由に発刊されてきた

本日の金額

６５,５００円

雑誌にも一定の基準を満たす必要性が生じました。

(内 3 コイン)

１０,５００円

「友」雑誌もすぐに試験機関に臨み、RI から認可を得たの

累

計

４９８,１９０円

は、1980 年 7 月号からのことでした。
以来。今でも 1 年に 1 度、RI の審査を受けています。

10．スピーチ

チェックポイントとなるのは、その発刊に当たって
財政基盤に問題はないか、誌面の作り方は RI の基準を
満たしているか？ などです。
このようにして例年認可を改め、ロータリアンの
買義務の対象となる、公的な雑誌としてあり続けて

います。
1952－53 年度の 7 月から、日本は 2 地区に分割
されました。
切実な危機感が生じた日本のロータリアンを つなぐ
ため、1953 年 1 月「ロータリーの友」は創刊されまし
た。

「 無 題 」
中西孝光 会員

創刊号は６２ページで５０円、有料です。
刊行を支えるために、広告を日本中のクラブに依頼した
そうです。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

ロータリーの友月間
「ロータリーの友」は、国際ロータリー（RI）の正式な
認可を得た日本語の地域雑誌です。
「ロータリーの友」は、会員の皆さまからいただいた 1 冊
200 円の値をかけて、毎月発行されています。
なぜ、毎月会員に雑誌が配布されるのか。それは、ロー

毎月、
「ロータリーの友」表紙右上に載る細かい活字が通
巻番号です。
今月は「通巻８０１」日本のロータリアンを つないで
きた証です。

３４人のロータリーの友地区代表委員は
ガバナーより任命され
ガバナーの代理として地区を代表し
「友」雑誌制作に携わる委員です

タリアンであるためには、機関雑誌、またはロータリー
地域雑誌の「購買義務」を負うからです。
会員は必然的に何らかの言語で編集された雑誌を読むこ

「ロータリーの友」月間につき「友」のあまり知られて
いない事実を記載いたしました。

とになります。
機関雑誌とは、RI 初代事務省長のチェスリーR・ペリー
によって創刊された、英文雑誌「The Rotarian」のこと。
日本の地域雑誌が「ロータリーの友」です。
他の言語の地域雑誌もあります。

9 月のロータリーレート
1 ドル＝１０６円
日本事務局に着金した月の RI レートが適用されます。

