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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング　「四つのテスト」

●出席報告

●ロータリーの友紹介

　　　クラブ広報委員会　中島孝夫委員

●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　「私の会社経営」　宇野　泰正　会員

●閉会　「点鐘」

■卓話予告　　 

9/20　「ライラについて」

　　　　　　　　　ＴＥＡＭ　ＲＹＬＡ　田　原至様

9/27　「生活困窮者自立支援法における

　　　　　八尾市の困窮者支援について」　

八尾市社会福祉協議会　

　事務局長　　　　　　　　　　　　　　　吉原　　武様

　地域福祉課課長補佐　　　　　  　鈴木　規史様

　地域福祉課地域福祉係主査　柿木　真紀子様

　９月は基本的教育と識字率向上月間です。以

前は３月がこの強化月間だったのですが、９月に

変わり、日本だけですがロータリーの友の月間で

もあります。

　この月間は1997－98年度のキンロスＲＩ会長が

「貧困からの脱却は識字率の向上にある」と力説

され、世界のロータリアンに識字率向上運動を

強く呼び掛けられました。地域の生活水準の向

上とその地域の識字率とは深い関係があると言

うことです。

　昔、ニューヨークタイムズで「日本の識字率は

低い」と報道されたことが有ります。これは日本の

出版物の60%が、アニメか漫画なのを皮肉った記

事でした。識字率とは単に読み書き出来るだけ

出なく、読んで書いて理解したうえで、考え、他

の人とコミュニケーションが取れる事が必要なの

です。そう考えると先進国の日本の識字率は低

下しているのかも知れません。

　そんな生易しい話は別にして、世界には貧困と

言う問題があります。世界の９人に１人人達が貧
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困又はそれに関わる 問題で亡くなっています。

　健康的、衛生的な生活に識字は影響していて、

データによりますと非識字者の2/3が女性で、母

親となる女性が十分な教育を受けられずに命を

落とす子供たちが毎日何百人もいると言います

から深刻です。

　日本でも識字率に関して熱心に貢献している

RCが沢山あります。学校を作ったり教育のプロ

グラムを提供したり様々ですが、八尾ＲＣもフィリ

ピンでコンピューター学校の開設や、バヌアツで

図書館建設し本を寄贈したり、いろんな奉仕活

動をしてこられました。

　私が国際委員長のときもフィリピンのラハ、スラ

イマンRCと協力し、スモークマウンテンの子供た

ちが通う学校に、教育教材を送る事業を実行し

ました。

　本年度も松井委員長のもとで貧困、教育の観

点で計画して頂いていますが、寄付だけ考える

なら色々な選択肢は在るのですが、しっかりとし

た調査をし、検証も出来る様にと注文を付けまし

たので、今年度中には実行出来ないかも知れま

せんが、次年度に繋がる事業をと考えています。

　でも識字率が向上すれば、すぐに貧困が無く

なる訳ではありません、

　こんな話が有ります。江戸幕府が始まったころ、

日本の耕作面積は150万町歩と言われています。

それから100年後、元禄時代になると300町歩と

約２倍になりました。その頃になりやっと１日3食

の食事が取れる様になり、全国で寺子屋ブーム

が起こったそうです。

　「衣食足りて礼節を知る」という言葉があります。

やはり先立っては最低限の生活ありきの識字率

向上であると思います。バランス良く、その地域

にあった奉仕活動を奨める努力がこれからも必

要かと思います。

▼２日に職業奉仕の地区勉強会が開かれ、

笠井会員に出席いただきました。

▼２日にはまた、ロータリー財団セミナーも開

催されました。

▼８日にRACの会議が予定されており、吉田

会員に出席いただきます。

▼８日に地区の社会奉仕委員長会議が行わ

れ、児林委員長が参加されます。

▼八尾河内音頭まつりが今週末に開催され、

盆踊りの最多人数の記録更新に挑戦します。

▼本日例会後、理事会を開催します。

▼本日は卓話者のご要望で、卓話の時間を

少し早めに始めます。

▼陳　韋宏　様

　先月は入学試験などで忙しく、あまり出席

できず申し訳ありませんでした。

　おかげさまで東京工業大学の大学院に合

格しました。これからはもっと、RCに参加した

いと思います。

▼インターアクト委員会・吉田　法功　委員

　16日に金光八尾高校で文化祭が開催され

ます。バザーへのたくさんのご協力をいただ

き、ありがとうございます。今後も13日まで受

け付けております。

▼ゴルフ部・小谷　逸朗　部長

　クラブの秋のゴルフコンペを11月16日に田

辺CCで開催いたします。奮ってご参加くださ

い。

「ロータリーの友月間に因んで」

▼地区クラブ広報・公共イメージ向上委員会・

　　　山西　陽佑　委員　

　高槻東RCに所属しております。7月15日に

は地区で広報に関するセミナーを開催し、会

長はじめ多数の会員にご参加いただきました。

■My Rotary について

　地区でも My Rotary への登録を呼びかけて

いますが「何ができるのか、わからない」「登録

するメリットは？」などのご意見をいただき、な

かなか登録が進まないのが現状です。

　今年度は地区全体で、登録率50％を目標に

しています。現在は30％台、それでも全国的

幹　事　報　告

米 山 奨 学 生 よ り

そ　の　他　の　報　告

卓　　　話



には高い方です。

　登録によるメリットとしては、データや資料の

入手ができるようになることが一番大きいと思

います。とにかく情報が盛りだくさんで、卓話を

される際のネタなども多くあります。また、ネット

で寄付することもできます。新しく発足したクラ

ブでは、これでやっているところも見られます。

寄付した内容がすぐ反映される利点がありま

す。

　My Rotary への登録には、入会当初に登録

されている氏名やメールアドレスが必要です。

東京に日本の事務局があるので、TELすれば

個別のケースに応じて、すぐに解決してくれま

す。登録が完了すると、画面に所属クラブの

情報などが表示されます。

　今年度は50％達成に向けて、皆様のご協力

をお願いいたします。

　クラブによっては、パソコンなどに詳しい方が

主導されて、登録会を開かれているところもあ

ります。

■クラブセントラルについて

　クラブの目標設定や達成管理ができます。こ

れにより、クラブの方向性を会員が共有できま

す。単年度制で毎年会長が変わっても、長期

的な管理が可能になります。

　ただし編集可能なのは会長、幹事、事務局

など、限られた会員のみです。

　複数年度を見据えた円滑なクラブ運営のた

めに、ぜひクラブセントラルをご活用ください。

■広報活動について

　メディアへの露出が目的ではなく、認知度の

向上や会員増強につなげることが大切だと思

います。

　どうすればメディアに取り上げられるのか、と

いうことについては過去のセミナーでも講演な

どで取り上げてきました。

　ニュースの「クセ」としては、まず、絵になるも

のは好んで取材してもらえます。また、ニュー

スにする理由付けが求められています。さらに

土・日・祝と夜間は、取材するネタのハードル

が下がるという傾向もあります。

　さらに本日は資料として、「取材依頼書」をお

配りしております。参考になさってください。

　ところで、地区でバックパネルを作成しました。

写真や映像の背景用として、ご活用いただけ

ます。現物はガバナー事務所で保管しており、

各クラブへの貸出が可能です。ぜひ積極的に

ご活用ください。

　地区では各クラブの広報活動を、サポートし

ております。取材依頼書への記入方法のアド

バイスなどもしております。

　ただし、メディアに出すことが目的ではありま

せん。あくまで会員の意識向上や奉仕活動の

充実・発展につなげてください。

　また「ロータリーの友」についても、投稿の方

法が書かれたページがあります。そちらをご参

照ください。昨年度は当クラブでも４件の記事

を投稿して、このうち２件が掲載されました。

▼クラブ広報委員会・柏木　武生宜　委員長

　７月に地区のセミナーを受講しまして、その

際にも山西会員が講師をされていました。当ク

ラブでも広報の話をしていただこうと、本日来

ていただきました。

　My Rotary への登録など、皆様にご協力い

ただかなければならないこともありますので、よ

ろしくお願いいたします。

日時：２０１７年９月６日（水）

承認事項

1.議事録承認事項

2.会計報告

3.台北東ＲＣの件

4.ＩＭＲＤの件

5. 指名委員会の件

6. 八尾市市民憲章推進協議会会費の件

7. 秋のライラ参加の件

8.秋の親睦旅行の件

9. ＳＡＡピアノの件

理事会議事録



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 ▼ 柏木武生宜　　副委員長 ▼ 相馬　康人
委 　員 ▼ 中島　　孝夫　　吉本　憲司

■ 出席報告

月日

8/23

8/30

9/6

会員数

55

55

55

出席

41

37

43

うち出席規定
適用免除者

8

8

11

メーク
アップ

0

出席率

87.23％

78.72％

86.00％

確定
出席率

87.23％

 
感謝の気持ちを
　　　ニコニコに！

▼菅野会長　山西様、本日卓話よろしくお願

いします。

▼宇野副会長 良い事がありました。

▼長竹幹事 山西様、卓話宜しくお願い致しま

す。

▼中西（啓）・奧谷・宮川会員　例会欠席お詫

び。

▼寺坂・小山会員　在籍内祝い。

▼村本・吉本・野村・幡田会員　誕生内祝い。

▼中川（廣）会員　９月１日に、本社を御堂筋

の難波神社の南側に、引っ越ししました。近く

にお越しの際は、おたちより下さい。

▼笠井会員　定期検診の為、早退させて頂き

ます。９月８日の美食倶楽部ご出席の方はよ

ろしくお願い致します。誕生内祝い。早退。

▼飯田・大槻会員　ご夫人誕生日。

▼田中会員　今週の土曜日、河内音頭ギネス

に挑戦に、ＢＢＳ会より５６名で行って参ります。

時間の許す方は、応援に来て下さい！！

▼濱岡会員　今月も宜しくお願い致します。

▼柏木会員　山西陽佑様、本日卓話よろしく

お願いします。

▼吉田会員　ニコニコありがとうございます。

▼西村会員　涼しくなってきましたね。

▼小谷会員　昨夜のボクシングの練習風景

（藤田さんとのスパーリング）を息子に見せたら

「オヤジ狩りか？」と言われました。強くなって

やる！！在籍内祝い。

ニ　コ　ニ　コ　箱

←　八尾ＲＣの
　　ホームページも
　　ご覧ください

月 火 水 木 金 土 日

金光八尾高校
文化祭

クラブ協議会
（ガバナー補佐）

理事会

地区ロータリー
財団セミナー

基本的教育と
識字率向上月間／
ロータリーの友月間月

今 後 の 予 定

月 火 水 木 金 土 日

ガバナー
公式訪問

秋の
親睦
旅行

秋の
親睦
旅行

理事会

例会→
29日（日）に変更

秋のRYLAセミナー
　（～９日）

月

経済と地域社会
の発展月間
／米山月間
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