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識 字 率 向 上 月 間
次週（４月４日）のお知らせ

☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会 （2196回）
２）ソング
朧月夜
３）卓 話 「ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑとはなにか？」
大阪ロータリークラブ会長
(財）住友病院 院長
松澤 佑次 様
健康委員会
４）4月度定例理事会

＊＊

先 週 の 例 会 報 告
☆☆

会 長 報 告

＊＊

☆☆

皆様こんにちは！！ 昨日は春分の日でござ
いました。西に沈む太陽を礼拝し、遥か彼方の極
楽浄土に思いをはせたのが彼岸の始まりだそう
です。彼岸に供え物として作られる「ぼたもち」
と「おはぎ」は同じもので・・・彼岸の頃に咲く
春の牡丹・秋の萩に由来するそうです。春分と秋
分の日は、昼と夜の長さがほぼ同じになるそう
です。そんな中、昨年より８日から１０日程度桜
の開花が早いとの予報です。みなさま其々の春
爛漫を大いにお楽しみください。
☆会長報告
１.先週15日(金)に45周年を機にスタートしまし
た長寿会員のお祝いということで岡本会員・西
海会員を囲み傘寿の会を開催しました。
２.一昨日19日に福原会員の大阪弁護士会会長に
ご就任のお祝いの会を開催させて頂きました。
40名近い会員に参加頂きました。
３.１月の臨時総会で決議頂きました当クラブ例
会場移転につきまして、先週臨時理事会を開催
し最終決定をいたしました。
①本年７月より例会場をホテル インターコ
ンチネンタル・大阪に移転します。

１）例

会

（2197回）

２）国旗およびロータリー旗に礼
３）ソング

君が代・奉仕の理想

４）卓

「ＲＡＤＡＲ」

話

高良

尚志会員

②例会日は従来通り木曜日１２時３０分開催
とします。
③事務局移転及びリスボン世界大会の関係、
当初６月２０日休会を２７日休会に変更させ
て頂きます。
④６月２０日は開催とし本年度最終例会をイ
ンターコンチネンタル・大阪で行います。つき
ましては当ヒルトンホテルでの例会は、６月
１３日が最終となります。
⑤今般の移転に伴い「移転準備委員会」発足の
運びとなりました。メンバーは鍬田副会長・永
田幹事・高田SAA（次年度副会長）在本会長エ
レクト・中島幹事エレクト・石田次年度SAA・
郡次年度親睦活動委員長・梅本次年度副幹事
ならびに小生の９名でがんばって参ります。
尚当日理事会終了後、ヒルトン大阪に移転の
申し入れ並びに２６年の長きにわたります御
礼を申し上げました。引き続きまして皆様の
ご理解とご協力を何卒よろしくお願い申しあ
げます。
４.１６日（土）第二回クラブ国際奉仕委員長会
議が開催されました。橋本国際委員長 山田雅
則会員ご出席ありがとうございました。
５.明日夕刻より大阪大手前ロータリークラブの
３０周年記念式典です。ご出席の皆様よろしく
お願い申し上げます。

☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（
国内ビジター
国内ゲスト
外国ビジター
外国ゲスト

☆☆

０名
０名
０名
２名

会員総数
会員出席
出席規定適用免除
会員欠席

幹 事 報 告

69名
51名(65名)
22名
14名

☆☆

①「45周年 春の家族会」出欠のご返事を事務局
までお願いいたします。
②「新年度ロスターの原稿」、ご確認済みの方は
事務局までご提出お願いします。なお、ご訂正
のない場合もOKとご記入のうえ必ずご提出お
願いいたします。
③新入会員歓迎会が本日18：00から
「アサヒビア
ホール」にて開催されます。ご出席の方は宜し
くお願いいたします。
④大阪大手前ＲＣ創立30周年記念式典が「帝国
ホテル大阪」にて明日開催されます。なお、ご
出席頂けます会員各位におかれましては45周
年記念ネクタイ（赤色）を着用頂きますようお
願いいたします。併せて大阪中之島ＲＣ創立
記念式典もネクタイの着用をお願いします。
⑤先週、3月26日午後から事務局「殺虫剤散布」
のお知らせをしておりましたが、都合により
延期になりました。
⑥次週例会終了後10Ｆ「平安の間」にて4月度定
例理事会が開催されます。本日ご案内してい
ますので関係各位よろしくお願いします。
⑦次週例会当日11時より10F平安の間にて移転準
備委員会が開催されます。関係各位よろしく
お願いします。
⑧本日例会終了後 第４回被選理事会を「平安の
間」にて開催いたします。関係各位宜しくお願
い致します。

☆☆ に こ に こ 箱 ☆☆

敬称を略す

本日の卓話をよろしく
髙松 貞彦
在籍25ヵ年自祝
小澤 満
結婚記念日自祝
川本 浩
結婚記念日自祝
在本 茂
結婚記念日に美しいお花を有り難うございまし
た。
石田 道夫
結婚記念日自祝 春らしいピンクのチューリッ
プを頂き有り難うございました。 荒木 幾夫
結婚記念日自祝 お花ありがとうございまし
た。
郡 悦清
一昨日は盛大な激励会を開催して頂き有り難う
ございました。皆様の友情に心から感謝申し上
げます。１年間、精一杯頑張って参ります。
福原 哲晃
福原さんの会長就任祝いに多勢の会員お集まり
頂き感謝です。
小寺 一矢

）内は会員総数を基準とした値

3月21日の出席率
78.46％
４週間前（2月28日）の
メークアップを含む出席率 83.33％
メークアップ実施会員
4名（欠席者15名)
大阪弁護士会会長並びに日本弁護士連合会副会
長ご就任おめでとうございます。お体に気をつ
けて頑張ってください。
福原 会員を激励する会一同
福原パスト会長、大阪弁護士会会長おめでとう
ございます。昨日は失礼しました。
浅川 正英
傘寿を祝っていただき、歓喜雀躍、感謝自祝
西海 栄悦
岡本会員、西海会員傘寿おめでとうございま
す。
長寿の会参加者一同
傘寿表彰の昼食会をありがとうございました。
岡本 健
長男が無事小学校を卒業させていただきました
感謝。
永田 秀次
平成25年3月21日

合計金

184,029円

累計金 2,378,029円

☆☆ 先週（12 月 21 日）の卓話 ☆☆
｢５、６０年前のお話」
高松 貞彦 会員
５、６０年前、私が鳩レースに参加してたころ
の話である。我が国のレース参加羽数は多いと
きで、２，３００羽。欧州諸国では、なんと２万
羽を超す事も珍しくない。鳩専用の大型トレー
ラー１０台程の動員である。賞金レースが盛ん
であるからである。ベルギー、フランス、ドイツ、
香港、台湾、中国、米国などが我が国の何十倍も
レースが盛んである。中国では２０００キロ、５
０００キロの驚異的長距離レースもあるとい
う。
５，６０年間に商いされた種鳩は一羽５０万
円ぐらいが最高値であったが、最近、中国のオー
クションで、一羽１６００万円で落札された種
鳩があると聞く。いくら高価な種鳩でも、一羽２
００万円ぐらいが相場である。
台湾では地域的なこともあって洋上レースが
主である。関西エリアのレースでは、北は北海
道、西は五島列島を最終放鳩地として、近くから
１００キロ単位で放鳩地を延ばしていく。鳩の
帰還率は９０％位から距離を増すごとに悪くな
り最終放鳩地参加鳩は１０％に満たなくなりそ
の帰還率も当然悪くなってゆく。

－－福原会員を激励する会－－
４月１日より大阪弁護士会の会長に就任する
福原哲晃会員を激励、お祝いする会が３月１９
日、大阪ガスビル食堂で開催されました。
天満橋ＲＣからは、上原元会員、小寺一矢会員
に次ぎ三人目の大阪弁護士会会長を輩出すると
いう名誉ある出来事に４０名近い会員が出席し
福原会員を激励・祝福しました。川原会長からの
激励の言葉を皮切りに先輩の小寺会員はじめ多
数の会員からこれまでの弁護士活動や就任まで
のいきさつなどが紹介され、参加者一同、福原会
員の一年間のご健康と活躍をお祈りしました。

－－新入会員歓迎会－－
３月２１日（木）アサヒビァホールにて御木会
員の歓迎会をビァフレンド会と合同にて、２６
名の会員とビジター３名の計２９名で開催。川
原会長の御木会員への激励の挨拶、小澤会員の
乾杯の発声でスタートし和気藹々の雰囲気にて
会話が弾みました。

後半に御木会員へのアドバイスを西浦会員、
大矢会員、重里会員の諸先輩から頂き、中締めと
して在本会長エレクトからお言葉を頂きまし
た。最後の最後に恒例の一本締め（一発締め？）
を永田幹事にて行って頂き、各々夜の新地へ足
が向く方も私の如く家路を急ぐ方もにこやかに
お開きと相成りました。

“お知らせ”
アサヒビァホールで何時もクラブ音頭「天満
橋から」を歌って頂いております歌姫“山口ひ
とみ”さんが４月７日（日）１５：００～大淀南
にあります「音楽サロンTSUBAICHI」にてコンサー
トが御座います、是非皆様お時間が許すならば
行ってあげて下さい。
親睦活動委員会 I

－－大阪大手前ＲＣ３０周年－－
３月２２日、帝国ホテルにて大阪大手前ロー
タリークラブの創立３０周年記念式典と祝賀会
が催され、当天満橋ＲＣから川原会長以下２９
名の会員が参加しました。

大手前ＲＣは当クラブが１５周年拡大事業の
一環としてスポンサークラブとなり1983年に創
立されたクラブで、当時の天満橋ＲＣ会長だっ
た福井会員もお元気に出席されお祝いに花を添
えられました。
式典・祝賀会にはハワイや台湾台北から友好
クラブおよび相馬市のロータリアンも参加して
大変盛会のうちにとりおこなわれ最後に参加者
全員で「手に手をつないで」を合唱してお開きと
なりました。

☆☆ 本日のメニュー ☆☆
葱 若布 蒲鉾
きつねうどん
おにぎり（２個）
胡瓜細巻き（２貫）
造り
鯛 鮪 烏賊
コーヒー

「識字率の向上・
世界ローターアクト週間」によせて
国際ロータリー第2660地区ガバナー

高島 凱夫

まりましたので、お知らせいたします。お間違い
のないようご注意ください。

)

３月１４日に開かれた臨時理事会でこの旨決

朧月夜（おぼろづきよ）

に開催する」ことになりました。

作曲：岡野貞一
作詞：高野辰之

阪駅北側）のインターコンチネンタル大阪で臨時

菜の花畠（ばたけ）に 入り日薄れ

から例会場となる、グランフロント大阪（ＪＲ大

見わたす山の端（は） 霞（かすみ）ふかし

終例会となるが、この日は移動例会として、７月

春風そよふく 空を見れば

会とする。」そして、「６月２０日が今年度の最

夕月 ゆうづき かかりて におい淡（あわ）し

は第２２０６回の例会を開き、６月２７日を休

里わの火影（ほかげ）も 森の色も

なっています。これを変更して、
「６月２０日に

田中の小路（こみち）を たどる人も

の例会は休みで、次の６月２７日が最終例会と

蛙（かわず）のなくねも かねの音も

今年度当初からの行事予定では、６月２０日

ガバナー月信3月号より転載

さながら霞（かす）める 朧（おぼろ）月夜

例会日と会場の変更

る人は、12.3ポイント増の29.5％、という数字が出
ているようです。慣用句の本来の意味を違った意
味で使っている人、即ち本来の言い方で使う人が3
割を切った言葉もあるというデータがあります。
携帯電話などの情報機器は、能力形成過程の子供
達も使用するということで
「言葉は変化するもの」
とは言いますが、今後の大きな社会問題であると
感じました。
また今月は、3月13日を含む週が「世界ローター
アクト週間」とされています。毎年、世界中のロー
ターアクターとロータリアンは、1968年の最初の
ローターアクトクラブ創立を記念し、この週に世
界ローターアクト週間を祝っています。世界ロー
ターアクト週間は、
ローターアクト・プログラムの
成果を確認し、更に未提唱クラブもその重要性を
再認識する機会と思います。
また、
ローターアクト
クラブの素晴らしい奉仕活動を地域の人々に伝え
ることで、
活動への参加、
ローターアクトクラブへ
の入会を促す機会となります。
「ロータリーの価値
観」を持ったローターアクターが幾年か後にロー
タリアンに成長していただくことは、ロータリー
の未来への大きな力となるでしょう。

(

識字率向上は1986年以来、国際ロータリーの強
調事項です。
地域社会で、
読み書きを向上させるプ
ロジェクトを支援します。
地域の識字水準が、
その
地の生活水準に直結する、
という観点から、
この月
間中に読み書き、計算のできない人たちを援助す
るために、
ロータリー地域社会共同体、
ローターア
クトクラブ､インターアクトクラブ、世界社会奉
仕、
ロータリーボランティア、
その他の既存プログ
ラムを通して、識字率向上に取り組んでいます。
また、国際ロータリーは、世界的な識字推進団
体・国際読書協会と協力し合い、
世界的な識字推進
を目指す社会奉仕プロジェクトを推進していま
す。ユネスコ（国連教育科学文化機関）によると、
世界で9億人以上の人々は読み書きができません。
その3分の2は女性です。成人、そして子どもに向け
て､読書のプログラムを企画することや学校に本
を寄贈すること、そして地元の図書館を援助する
ことが要請されています。
識字率の範疇には入らないとは思いますが、我
が国においても
「漢字を正確に書く力が衰えた」
と
いう人は、10年前に比べ25.2ポイント増の66.5％、
「手書きが面倒」と感じる人が、10.1ポイント増の
42％、「口頭で済むことでも、メールを使う」とす

