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国際ロータリー　第2660地区2016-2017年度

八尾ロータリークラブ　テーマ

会長　山本　昌市

奉仕への情熱と創意を
積み重ね、品格を高めよう

国際ロータリー　テーマ

国際ロータリー 会長　ジョン・ジャーム

人類に奉仕する
ロータリー

国際ロータリー 第2660地区　テーマ

国際ロータリー  第2660地区  ガバナー　松本  進也

The Ideal of Service
ロータリーの根幹精神

言行はこれに照らしてから

１．　真実か　どうか

２．　みんなに公平か

３．　好意と友情を深めるか

４．　みんなのためになるか　どうか

四つのテスト

八尾ＲＣバナーの主旨
「我々のクラブは、老いも若きも
相手を敬愛し、和気あいあい、
楽しいクラブライフを送っている
ことが誇りであります」
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▼開　会　「点　鐘」

▼ロータリーソング

　　「四つのテスト」

▼ゲストの紹介

　　　米山奨学会　三宅　建　様

▼出席報告

▼その他の報告

▼会務報告

　「会長の時間」「幹事の時間」

▼ＳＡＡ報告　ニコニコ箱

▼卓　話　 「人生の友ロータリー」

　　　池尻　誠　元会長

▼閉　会　「点　鐘」

▼卓話予告

10/5　若林　紀男パストガバナー

（大阪東RC）

10/12　ガバナー公式訪問

10/19 　「Vocational Serviceの

原点を探る」　山片重房様

（東大阪みどりRC）

10/26　中島元会長

　本日は林ガバナー補佐、百

済ガバナー補佐エレクトを迎

えての、クラブ協議会で御座

います。皆様、積極的に、か

つ自由に発言され、活発な審

議をして頂き、ガバナー補佐

の講評を頂きたいと思います。

「よろしい」の期待より、厳しい

ご指摘、ご助言こそと願って

おります。

　さて、九月は「基本的教育と

識字率向上月間」と「ロータリ

ーの友月間」です。

　識字率向上の為のプロジェ

クトは1986年、国際ＲＣの長期

計画の中に強調事項として掲

げられております。

　地域の識字率は、その地域

の生活水準を反映するもので

あり、地域の生活水準を上げ

るためには識字率向上は必須

であります。

　乏水、飢餓、貧困からの一

時的な救済ではなく、恒久的

な問題解決のためには、識字

率向上は不可欠です。識字率

向上に関するプロジェクトは、

その地域の長期的な発展に

最も必要なものの一つである

事は確かです。

　我が国が明治維新を経てい

ち早く先進国の仲間入りが出

会 長 の 時 間



来たのも、それまでの寺子屋

などによる素地がありました。

　1853年黒船でアメリカからや

ってきたペリー提督は、日本

について「読み書きが普及し

ていて、見聞を得ることに熱心

である」と記しています。日本

の田舎にまでも本屋があること

や、日本人の本好きと識字率

の高さに驚いた、という事です。

　そして、明治政府の行った

教育制度の徹底による識字率

向上と女性の教育が大きな役

割を果たしたと言われていま

す。母親が教養を身につけれ

ば、必ず子供に伝わります。こ

のことが大切ではないでしょう

か。

　今や世界は狭くなり、人口増

加、環境破壊、国際紛争等、

人類の直面する問題は地球

規模で考えていかなければな

りません。低い識字率はその

国だけの問題ではすみません。

　日本開国当時、心ある外国

人が日本社会の生活水準向

上のため、教育に誠意を注い

でくれました。

　ロータリーの世界的親交を

通じて、発展途上国の識字率

向上に誠意を示すことは、日

本国の道義を高めロータリー

クラブのイメージアップにつな

がるとおもいます。

　こうした課題に私達ロータリ

アンが取り組むのは、誠に有

意義なことであります。

　読み書きを通じてえられた知

識や教養は、子や孫へと、

代々継承される大きな「財産」

の構築を、お手伝い出来る事

は、素晴らしい事だとおもいま

す。

　戦争に敗れた日本は、母国

語を失いかねない危機に見舞

われた事をご存知でしょうか。

1946年、ＧＨＱの最高司令官

ダグラス・マッカーサーの要請

で、アメリカ教育使節団が来

日しました。25日ほどで日本を

視察し、報告書で「日本語は

漢字や仮名を使わず、ローマ

字にせよ」と勧告しました。「ロ

ーマ字による表記は、識字率

を高めるため、民主主義を増

進できる」というのが彼らの考

えでした。

　1948年ＣＩＡ（民間情報教育

局）は「日本語のローマ字化」

を実行するにあたり、日本人

がどれくらい漢字の読み書き

が出来るか調査を行いました。

その結果、日本人は97.9％と

いう高い識字率を誇っている

事が判明しました。

　CIEはこの結果に驚き、日本

の教育水準の高さに感嘆し

「日本人の識字率の高さが証

明された」事で、ローマ字化推

進するCIEの意見を抑え、日

本語のローマ字化の企画はき

えました。圧倒的な識字率の

高さが母国語の存続を守った

という事です。

　余談ですが、我が国におい

ては、「漢字を正確に書く力が

衰えた」と言う人は66.5％、「手

書きが面倒」と感じる人は42％、

「すぐメールを使う」人は29.5

％という数字がでています。ま

た、慣用句の本来と違った意

味での使い方や携帯電話など

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

はいいますが、今後のおおき

な社会問題になるとおもいま

す。

▼17日に金光八尾の文化祭

が開催され、会長、田中副会

長、吉田・中西（広）会員と私

で参加してまいりました。

▼17日、地区の職業奉仕委

員長会議が開かれ、長竹会員

に出席いただきました。

▼17日に地区社会奉仕委員

長会議が開催されました。

▼本日例会後、ガバナー補佐

をお迎えしてクラブ協議会を

開催します。理事・役員のご出

席をお願いいたします。また

新入会員もオブザーバーとし

てご出席ください。

▼24日に地区のRAC合同会

議が開かれます。

▼12月9、10日に地区大会が

開催されます。分科会の登録

申し込みはどれでも可能です。

ご希望を書いてご提出くださ

い。

幹　事　報　告 



▼林　芳繁・ガバナー補佐、

百済　洋一・ガバナー補佐エ

レクト

　本日は例会終了後のクラブ

協議会でお世話になります。

よろしくお願いいたします。

▼地区インターアクト委員会・

　　　田中　康正　委員

　17日に金光八尾中学・高校

で文化祭のバザーを開催しま

した。

　皆様から多数の商品を提供

いただき、たくさん販売できた

ようです。後日、担当の先生が

例会にお礼に来られます。あ

りがとうございました。

「電力自由化を語る」

▼大阪ガス・富尾　博之　様

　４月から電力が自由化されま

した。これに伴い、弊社でも電

気の取り扱いを開始しておりま

す。

　４－８月の累計では、約34万

件のご家庭が新しい電力会社

に切り替えられたそうです。ち

なみに、そのうち半分の約17

万件が弊社をお選びいただい

ております。

　とはいっても、これでもまだ

全体の数％程度です。

▼長門　晃　様

　国は電力の自由化を進めて

います。今後も送電や配電が

分離されていく予定になって

おります。

　新しい会社が電力事業に参

入し、料金プランもいろいろと

出てきております。各家庭にあ

ったものを選べるようになって

きております。

　工場などではすでに、2000

年から電力の自由化が始まっ

ています。そして今年からは、

全面的に自由化されました。

すなわち、ご家庭など小規模

のお客様も、自由化になりまし

た。

　新しく参入する企業がどうや

って電力を調達するかといい

ますと、自社の発電所を持つ

ところもあれば、他社から調達

するところもございます。大阪

ガスでは、自社で発電してい

ます。

　電気というものは、どこで発

電しても、同じ電線を通ってき

ます。したがって各ご家庭に

届くのも、電力会社を変更して

も、何も変わらないことになりま

す。

　関西電力にもいろいろな料

金制度あり、電気料金の設定

にあたって太陽光発電を買い

取りする原資は、各ご家庭に

負担いただいている状況です。

　弊社では安心、お得、簡単

などのメリットをご説明していま

す。

　安心については、当社では

これまで15年以上にわたり電

力を販売してきた実績がありま

す。また豊富な電源もあります。

天然ガスによる火力発電所な

どを持っており、たくさん使う

人にお得になっています。

　また当社では、低めの使用

量の方にもメリットが出るように

しています。

　大阪ガスに申し込みいただ

ければ、別途解約の手続きを

していただく必要はありません。

特別な工事も不要です。もち

ろん「切り替え費用」なども必

要ありません。

　電気の「見える化」もできるよ

うになり、前年との使用量の比

較などもできるようになります。

　電力会社を切り替えればど

れくらいお得になるのか、電気

料金を簡単にシミュレーション

できます。

　お申し込みをいただいたら、

電気メーターのみ取り替えが

必要です。ただし当社では、

新しいスマートメーターを無料

で設置しています。

　当社の「マイ大阪ガス」のサ

イトでは、ガス代とともに電気

代も管理できるようになってお

ります。またここで、ポイントを

ためることも可能です。最大で

５％お得になります。

その他の報告

ガバナー補佐ご挨拶

卓　　　話



八尾ロータリークラブ会報 クラブ広報委員会
お気付きの点がございましたら、
広報委員会までご一報下さい

委員長 ▼ 小谷　逸朗　　副委員長 ▼ 奥谷　英一
委 　員 ▼ 池尻　誠　　吉本　憲司

■ 出席報告

月日

9/7

9/14

9/21

会員数

57

57

57

出席

40

40

40

（内出席規定適用免除者）

5

8

5

メークアップ

0

出席率

80.00％

76.92％

81.63％

確定出席率

80.00％

今 後 の 予 定

▼山本（昌）会長　本日、クラ

ブ協議会、林ガバナー補佐よ

ろしくお願い申し上げます。

▼田中副会長　林ガバナー補

佐、本日のクラブ協議会宜しく

お願いします。

▼山陰幹事　ガバナー補佐林

様、ガバナー補佐エレクト百

済様ようこそお越し下さいまし

た。

▼佐々木名誉会員　バッジ忘

れ。例会欠席お詫び。

▼松本会員　林ガバナー補佐、

百済ガバナー補佐エレクト、よ

うこそいらっしゃいました。

▼居相会員　秋を感じる季節

になりました。松本ＰＧから催

促されて。

▼寺坂会員　少し涼しくなりま

した。

▼山本（勝）会員　本日の卓

話よろしくお願いします。

▼井川会員　林ＡＧ百済ＡＧＥ

ようこそおいで下さいました。ク

ラブ協議会よろしくお願いしま

す。

▼奥谷会員　遅刻。

▼柏木・水野会員　例会欠席

お詫び。写真有難う。

▼長竹会員　２５日野球部ガ

バナー杯、欠席申し訳ござい

ません。

▼吉田会員　写真有難う。

▼小谷会員　今日も多額のニ

コニコ有難うございます。

ニ　コ　ニ　コ　箱

月 火 水 木 金 土 日

ガバナー
公式訪問

理事会

月

経済と地域社会
の発展月間
／米山月間

月 火 水 木 金 土 日

理事会

越中八尾ＲＣ訪問

金光八尾
文化祭

クラブ協議会

基本的教育と
識字率向上月間／
ロータリーの友月間

月
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