
第2660地区松本進也ガバナー方針

　本年度のガバナーは、大阪北ロータリークラブの

松本進也ガバナーです。RI会長テーマを受け、第

2660地区2016-2017年度ガバナー方針は、

“The Ideal of service”- ロータリーの根幹精神 -

と定められました。

　2016-2017年度の第2660地区における具体的目標は、

①“The Ideal of service”の基本理念の周知と実践
　この実践的意味はロータリアンの活動が真に社会

に役立つものであり、活動及び成果が継続を有し、

相互的に享受し合えるものであるということであり

ます。我々が毎週例会に集うのは最も大切な目標

「service」のためであります。

②ガバナー月間のペーパーレス化のよるITの促進
　本年度より、紙媒体によるガバナー月間を停止し、

第2660地区のホームページに掲載します。

③ロータリー財団100周年、ポリオ撲滅

　地区としても100周年記念奉仕プロジェクトを進

めております。また現在、ポリオ常在国はアフガニ

スタンとパキスタンの僅か2ヶ国となり、人類の悲

願であるポリオ撲滅が達成されれば、人類史上撲滅

された病としては天然痘に続き2番目になります。

④戦略計画の推進（会員増強）

⑤IM再編成
　2015年12月5日の地区大会決議第8号にて、「IMの

在り方を決議する件」が採決され、2018～19年を目

処に、時代に合ったIM再編成やガバナー補佐の選出

方法を実行することとなりました。
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10月29日（土） 家族移動例会について
下記のとおり家族移動例会のご案内をさせていた

だきます。なお、9月26日の例会にて、ご家族の

出欠の回覧をさせていただきますのでよろしくお

願い致します。

《参加費》

大人　1名 14,000円　　子供　1名 8,500円   

《行程表》

①8:00 池田市役所出発

　　　 バス移動

②10:50-11:50 うずしおクルーズ（淡路発着）

大きいクルージング船に乗って、潮の香りと柔ら

かい海風を受けながら、うずしおを見学しましょう。

       バス移動

③12:30-13:30　昼食　ウェスティンホテル淡路 

淡路の旬の食材を使ったビュッフェランチをお召

し上がり下さい。

       バス移動

④14:30-16:00 淡路夢舞台 散策

夢舞台はダイナミックな斜面を利用した壮大な自

然豊かなリゾート施設です。温室植物園では、珍

しい植物の観察や自然の美しさ・巧妙さを感じる

ことができます。

       バス移動

⑤18:00 池田市役所到着 解散予定

　　　　　松本 進也ガバナー　ようこそ
池田くれはロータリークラブへお越しくださいました。



　

委　員　会　等　報　告

①親睦活動・出席・歌唱小委員会
　８月３１日の移動例会は豊中市の浪曼路に
　て開催します。
　送迎バスは、
　行きは池田市役所前１７：３０発、
　市民文化会館前１７：４５発です。
　帰りのバスもあります。
　本日出欠の回覧を致します。

幹　事　報　告

9月は「基本的教育と識字率向上月間」

　　　「ロータリーの友月間」です。

ロータリーの友 9月号について

《横組み》

P８、9
ロータリー雑誌の仲間たち

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」か

ら指定される記事をその地域で使われる言葉に翻

訳され掲載されており、表紙にそれぞれのお国柄

が感じられるものになっています。

表紙は各国の言語で書かれてあり、①ページ数 

②発行部数 ③創刊日

日本の発行部数95,500であり、インドの97,000に

次いで2位となっています。

Ｐ10
お気づきですか？ 「ロータリーの友」が少し変わりました。

今年の7月号から

A4変型判（280ｍｍ×210ｍｍ）→

A4判（297ｍｍ×210ｍｍ）

縦が280ｍｍ→297ｍｍ 17ｍｍ 1.7㎝長くなってい

ます。

元々B5判であったものを、2002年7月号からA4変

形判に変更になり、14年ぶりのマイナーチェンジ

となったそうです。

《縦組み》

P31 ふれあい広場 地元へのプレゼント

我が池田くれはロータリークラブの
「第16回 ふれあい広場」について、開催内容が

詳しく掲載されています。

松室直前会長のさえわたるスピーチに始まり？ 

演奏や踊りの披露、落語家の語り、プロ歌手の歌

など、三好会員のスピーチに至っては、写真付き

で紹介されています。また、最後に國司名誉住職

からの法話など、当クラブの名物行事と素晴らし

く紹介して頂いています。

プログラム・会報広報雑誌小委員会より

なお、「ふれあい広場　地元へのプレゼント」

は、ガバナー月信9月号 P12 ロータリーの友9月号

推奨記事として紹介していただいております。

①本日17:00より、第3回理事会が開催されました。

②9月のロータリーレートは、1ドル＝102円です。

③地区ガバナー補佐より、1組フレッシュロータリ

　アンセミナー開催についての案内が届いておりま

　す（会長、幹事宛）。近々実行委員会より開催案

　内及び申込書が届きます。

④来週9月12日は、ガバナー公式訪問です。例会場

　は3階イベントスペースに変更です。なお、全員

　ネクタイ着用にてご出席ください。

⑤本日例会終了後、ライラ実行委員会を開催します。

⑥本日、10月度例会出欠の回覧を致します。

幹　事　報　告

お誕生日お祝い

9月の結婚記念日

乾　禎則・貴子 ご夫妻　

　平成4年9月20日

9月お誕生日の長嶋会員より「ハッピーバース

デートゥーユー」を見事な歌声でご披露いただき

ありがとうございました。

職業奉仕委員会より

10月3日の移動例会の出欠と当日の資料を9月12日

の例会にて回覧させていただきますのでよろしく

お願い致します。

佛日寺の最寄りのバス停の石澄までは、

石橋北口からは阪急バスで約10分

池田駅からは同じく阪急バスで約20分

となります。

駐車場は10台まで駐車可能です。



　　　　　　　　　　　　
 　

第3回理事会議事録 My Rotary より

日時　2016年9月5日 17：00～18：00

場所　コルネット

理　事　数　　10名

出席理事数　　 8名

審議事項
第1号議案　 公共イメージ協力金について

　　　　　　ニコニコ積立金特別会計より、

　　　　　　10,000円拠出する。

　　　　　　承認　

第2号議案　 新会員候補者について

　　　　　　戦略計画特別委員会より、51歳男性、

　　　　　　49歳男性の2名が推薦された。

　　　　　　入会手続きを進める。

　　　　　　承認　

　　　　　　　　　

第3号議案　 12月19日のクリスマス移動例会事業

            計画について

　　　　　  インターコンチネンタルホテル大阪に

            て、前年度と同じゲストを迎えて開催

            する。

　　　　　  承認　

第4号議案　預金口座指定の件

　　　　　 本会計の三菱東京UFJ銀行を解約し、

           新たに三井住友信託銀行に口座を開設

            する。

           特別会計の口座の名義が古いので

           整理する。

　　　　　　承認　

第5号議案　1組フレッシュロータリアンセミナー

           について

　　　　　 10月4日（火）18：30より

           千里阪急ホテルにて開催される。

           次週詳細を案内し出欠の回覧をする。

           出席者はメークアップを認める。

　　　　　　承認　

報告事項
（１）社会奉仕委員会事業について

　　  8月27日のいけだいらっしゃいフェスティバ

      ルについて報告された。

基本的教育と識字率向上について

世界には、学校教育が受けられない子供たちが

6,700万人、読み書きができない15歳以上の人た

ちが7億7,500万人以上います。ロータリーは、

世界の地域社会で、テクノロジー、教員研修、

職業研修チーム、給食、廉価な教科書を提供す

る教育プロジェクトを支援しており、地域社会

が基本的教育と識字率、教育機会における男女

差、成人の識字教育を自力で改善できるよう、

その能力を高めることを目標としています。

動画にて

「ロータリーの補助金でタブレット端末が導入

されたフィジーの学校」

についてご紹介されていますのでぜひご覧くだ

さい。

https://www.rotary.org/ja/learning-reference/about-ro

tary/basic-education-and-literacy

●9 月 号 推 奨 記 事

P1
ガバナーメッセージ
基本的教育と識字率向上月間／ロータリーの友月間

P2
ロータリーの友を読んでみよう

P5
大学等／地区米山奨学委員会
意見交換会プログラム 報告
（地区米山奨学委員会　田中隆弥 副委員長 出席）

P６
RACの地区献血活動をサポートする
（地区社会奉仕委員会　服部潤承 副委員長 出席）

（地区ローターアクト委員会　青井秀浩 副委員長 出席）

P11
米山記念館便り 出生、幼年期

P12
「ロータリーの友」誌 9月号推奨記事のご紹介

ガバナー月信より



出　席　報　告

前々々例会　8月8日分のメークアップ
　　　岡本会員　8月1日　理事会出席

1439 回 1436 回

Ａ 会員数 33 名 33 名

Ｂ 出席免除者数 7 名 7 名

Ｃ 出席義務者数 Ａ-Ｂ 26 名 26 名

Ｄ 出席義務者欠席数 名 　5 名

Ｅ 出席義務者出席数 Ｃ-Ｄ 22 名 21 名

Ｆ 出席免除者出席数 4 名 5 名

Ｇ メークアップ数 1 名

出 席 率 　 ％ ８６．６７％ ８７．１０％

補 正ホーム

例会日

例会回数

 2016年9月5日  2016年8月8日

ホーム出席率(本日)=(E+F)÷(C+F) 補正出席率=(E+F+G)÷(C+F)

 4

国際奉仕委員会事業について 

　　　　　　 合 計　48,000円　 累 計　316,000円　　　

　9月は「基本的教育と識字率向上月間」と

「ロータリーの友月間」ということになってお

ります。

　世界では簡単な手紙を読み書きできない15歳

以上の人間は9億4800万人にのぼるといわれてい

ます。日本の人口は現在1億2800万人ですが2030

年には1億1500万人、2060年には9000万人を割り

込むだろうと言われています。

　そう考えると大変多くの人々が文盲（非識字

者）と言うことになりますが、そのほとんどが

アジア、アフリカの人々で実に世界人口73億人

の7分の1に当たります。非識字者つまり読み書

きの出来ない人の構成は男性より女性、都市よ

り農村、その国の多数派より少数民族に多いこ

とが分かっています。社会の中で弱い立場にあ

る人ほど非識字者が多いと言うことになりま

す。これは色々原因がありますが、まず学校が

無い。教材や先生がいない。国の制度が整って

いない。女性には学問は要らないと考えられて

いる。学習より労働力が求められている。等々

が考えられますが、日本の識字率はほぼ100％で

あり日本の識字率は世界一と言われています。

　いま日本は憲法や教育基本法で義務教育を受

ける権利と、保護者には教育を受けさせる義務

があることを規定しています。またこれを無償

とするとあり基本的教育が細部に亘るまで決め

られ安全で清潔な環境のもと国民が等しく学習

をしています。

　これを考えるとき世界では勉強どころではな

く紛争や戦争や飢餓で学校へも行けない子供た

ちが沢山います。識字率向上月間の意義をこの

機会にロータリアンとしてもう一度考えてみる

機会になれば幸いであります。

 

藤原　史郎　会長 …

岸添　広一副会長 …

松室　利幸　会員 …

池田　吉清　会員 …

服部　潤承　会員 …

吉井　順子　会員 …

長嶋　貞孝　会員 …

溝口　正孝　会員 …

新田　耕平　会員 …

谷口　浩　　会員 …

加藤　光祥　会員 …

奥村　雅一　会員 …

青井　秀浩　会員 …

東浦　敬　　会員 …

池田カーニバル参加ご苦労様でし
た。ありがとうございました。

池田市民カーニバル
社会奉仕委員会の皆様ご苦労様で
した。伏尾ＧＣキャプテン杯27
ホール予選通過しました。来週日
曜日決勝です。

8/27市民夜店移動例会おつかれ様
でした。

服部様ご苦労様でした。

「いけだ・いらっしゃいフェス
ティバル」初めから終わりまで大
変お世話になりました。
家内の誕生日、ありがとうござい
ます。

ほほえみ20年勤続1/5を支えて下
さった池田くれはRCの皆さんに感
謝を込めて・・（8月は忙しすぎ
て忘れてました。）

78歳の誕生日です。

久し振りの市民カーニバル。準備を
して頂いた方。委員会の皆様ありが
とう。市民カーニバルチャリティー
で100万円の売上でダイハツのボン
ゴ車を池田市へ第1号車として贈送
しました。懐かしい思いです。

卓話当番です。よろしくお願いし
ます。

誕生日8/10還暦です。
人生は短い、好きなことをして暮
らせば良い!!欠席お詫び

欠席申し訳ありません。

市民カーニバルおつかれさまでした!!

市民カーニバルおつかれ様でした。

欠席お詫び。

　　　　　

ニ   コ   ニ   コ   報   告

秋のRYLAセミナー

　大阪アーバンRC尾崎様が、秋のRYLAセミナーの

インフォメーションに来られました。テーマは

「突破力」で、10月8日(土)～10月10日(月・祝)、

奈良県内 明日香地区研修所にて開催されます。

よろしくお願い致します。

卓　　話

「基本的教育と識字率向上月間」に寄せて
　　　　新田　耕平　会員


