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会長挨拶	 伊藤会長

先週、 9月23日（祝）2022－2023年度秋のRYLA開講
式に参加して参りました。
RYLAは「ロータリー青少年指導者育成プログラ
ム」ですが、今回のテーマ「最善力を磨く　その時、
君ならどうする」ということでした。
課題解決やリーダシップは社会や企業内でも重要な
ことです。
この研修でいろいろな手法を学び、他の考えを知
り、今後の人生の刺激になればいい青少年奉仕となる
と思います。
受講生代表の挨拶があり、大阪大学大学院の中国人
学生です。

流暢な日本語で挨拶しこの研修に参加する意欲を考
えると凄いことではないかと思います。
海外で日本の青年がこのような活動ができていると
素晴らしいですが、どうなんでしょうか？
まあ、日本の若者にも期待したいと思います。
先々週は秋の移動家族例会でした。
久しぶりの家族例会、多数参加して頂き有難うござ
いました。
木田親睦委員長並びにご協力頂きました方々に感謝
申し上げます。
次回は12月19日クリスマス家族例会となります。
楽しい例会を企画して頂いておりますのでご期待下
さい。
それでは最後に、健康情報をお伝えしたいと思います。
前回は本物の醤油についてお伝えしましたが、今回
は本物の酢についてです。
まず、本来の酢は琥珀色です。
透明な酢はただの酸っぱい水と思って下さい。
本物の酢の原材料は米のみです。
安い酢の原材料は米以外に砂糖、食塩、昆布だしが
使われています。
本物の酢は、 1本500mlが1,500円ぐらいします。
最低でも2年、米作りから考えれば3年はかかります。
日本酒の発酵を進めると酢になります。
本物の酢は発酵調味料です。
小腸、大腸には乳酸菌、ビフィズス菌がいますが、
その菌たちを本物の酢は活性化させ、腸内環境を良く
します。
ぜひ、身体にいい発酵調味料を使って下さい。
ご参考まで。

本日の例会

第1863回例会　令和 4年10月 3 日
今週の歌　「君が代」　「奉仕の理想」
卓　　話　「クラブ協議会」
　　　 IM第 2組
� 伊藤　智秋（高槻RC）�ガバナー補佐

前回の記録

次回の例会

第1864回例会　令和 4年10月17日
今週の歌　「 4つのテスト」
卓　　話　「2022－23年度 
� 第2660地区ガバナー公式訪問」
� 宮里　唯子（茨木西RC）�ガバナー



幹事報告	 橋本（芳）幹事

1 �．木田会員のご尊父木
き
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様が 9月12日ご逝去さ
れました（91才）。
　�　木田様は1984年から1999年まで当クラブの会員と
して活躍されておりました。
　�　ここに哀悼の意を表し謹んでお知らせ申し上げま
す。なお通夜式および告別式は近親者にて済ませら
れております。
2 �．10月度卓話予定表、10月米山月間資料の豆辞典を
BOXに入れております。
3 �．本日例会終了後は、今年度第 7回（ 9月度）理事
会が開催されます。
　�　今年度理事並びに役員の方はご参集頂きますよ
う、宜しくお願い申し上げます。
4 �．来週10月 3 日の例会は伊

い
藤
とう
智
ち
秋
あき
ガバナー補佐のク

ラブ協議会があります。
　�　 6 時から例会、 6時半から19時までクラブ協議会
を行う予定です。

出席報告	 出席委員会　島倉委員長

●会　員　数　41名　
　出席会員数　37名（内Web出席　 1名）
●来　　　客　 0名　　本日の出席率　97.37％
● 9月 5日の出席率（メーキャップ含む）100％

社会奉仕委員会	 近藤委員長

社会奉仕委員会から報告1件と連絡1件お伝えします。
9月 9日（金）社会奉仕炉辺談話の報告。
7月以降 2か月余り奉仕活動中での改善点や今後の

拡大について参加会員の皆様からは、貴重なご意見を
頂きありがとうございました。
詳細については皆様の意見を纏め、別途機会を改め
てお伝え致します。
参加メンバーは、井伊会員、瓜生会員、榎原会員、

紙谷会員、河邊会員、木田会員、木下会員、瀧川健一郎
会員、仁科会員、橋本幸治会員、橋本芳信会員、福原
会員、堀会員、村井会員、近藤の計15名です。
次に連絡です。
大阪府無事故・無違反チャレンジコンテストを本日
例会終了時で登録を締め切らせて頂きます。
参加して頂ける方で、まだの方は例会終了時に登録
お願い致します。

米山記念奨学会委員会	 瀬川委員長

本日、坂口会員、清水（良）会員、島倉会員、井伊会
員、河邊会員より特別寄付をいただきました。ご協力
ありがとうございました。

ロータリー財団委員会	 長屋委員長

本日、瓜生会員、坂本会員、荻田会員より寄付をい
ただきました。ご協力ありがとうございました。

ニコニコ箱	 荻田SAA

●坂口会員　欠席のおわび。
●木田会員　父が91才にて永眠いたしました。元当ク
ラブ会員でしたので生前中はお世話になりました。
●石﨑会員　SUITA�WEST甲子園ルーズヴェルト・
ゲームに感動！！ 総監督不在で面目なし。

　　　　　　　　本日のニコニコ箱� 16,000円
　　　　　　　　累計のニコニコ箱� 389,000円

��

お誕生日のお祝い　10月

�

会　　員
　坂口会員
　伊藤会員

会員夫人
　橋本（徹）会員夫人
　河邊会員夫人
　紙谷会員夫人

ご結婚のお祝い　10月
近藤会員夫妻 紙谷会員夫妻

�

基本的教育と識字率向上月間
「基本的教育と識字率向上について」
　　　　地区国際・社会奉仕委員会
� 坂本　一成（会員）�委員

本日はロータリークラブとして国際奉仕活動を行う
上での識字率の向上をテーマに卓話をさせて頂きます。
まず、なぜ私が識字率向上の卓話を行うことになっ
たのかと言いますと、昨年度2021－2022年度から地区
国際奉仕委員会に出向させてもらっているからなんだ
と思います。
と言っても、地区の委員会でこのことを題材に何か
活動をしているかというと全く行っていないので、私
も知識としてはほとんどありません。
前年度の地区国際奉仕委員会委員長である平野RC
の北井さんがお話された卓話を 1度聞いただけですの
であまり期待はなさらずに聞いて頂きたいと思います。
今回使用するP.P.も委員会で使用しているものをお
借りしてきて加工しました。
まず、現在RI（国際ロータリー）で提唱されてい
るグローバル補助金に関する重点分野においてです
が、2020年 6 月より環境分野が追加され 7重点分野と
なっています。
実際、我々もこの中の「水と衛生」分野でタイのナ
コンパノムRCと長年にわたり活動を行っております
のでよくご存じと思われますが。

卓　　　話



ほかに、・疾病予防と治療　・平和構築と紛争予防�
・母子の健康　・地域社会の経済発展、そして新しく
追加された　・環境、今日、卓話をさせて頂きます　�
・基本的教育と識字率向上
以上がRIの補助金を使って進めたいと考えている
活動重点分野です。
RIの補助金、メインは 2 つ。我々、吹田西RCでも
使用している「地区補助金」もう一つは「グローバル
補助金」グローバル補助金に関しては先ほどの 7重点
分野のいずれかに合致する必要があります。
実は、あまり使用されませんが「ロータリー災害援
助補助金」と「大規模プロジェクト補助金」というの
もあります。
識字率とは、文字の理解・読み書きができる人の割
合のことで日本では99.96％です。日本で生活をして
いると「識字率」という言葉をほぼ耳にしないですよ
ね。文字の読み書きはできて当たり前だから。
しかし、0.04％約500万人15歳以上だと約400万人。
例えば、生活保護を受けている家庭の子供たちは昼も
夜も働いていたりして学習時間が取れない子がいる。
前年度から第2660地区では子供の貧困についてスポッ
トを当てて奉仕を考えていくという方向にも進んでお
ります。
世界に目を向けますと、約 7 億5,000万人、2021年
の世界人口は約78億人ですから約 1割の方が読み書き
できない。という事になります。
では、識字率と寿命の関係についてみてみますとこ
うなります。いわゆる先進国では80歳台ですね。今年
度の伊藤会長のテーマでもあります健康とも大いに関
係性があるのではないでしょうか。
アフガニスタンでは65歳、字が読めないとイスラム
原理主義組織タリバンと書かれてあっても理解できず
についていく可能性もありますよね。
そして、アフリカの国々は次の通りです。識字率が
下がると平均寿命も下がります。
次に識字率の分布図です。非常に偏っているのがよ
くわかります。ここで言いますと北朝鮮はデータがあ
りません。調べられていないのか、意図的に出さない
のか、いずれにしても恐ろしい国であることは間違い
ないですね。
なぜ、アフリカやアフガニスタンは識字率が低いの
でしょうか？ 識字率が低い国の背景はどのように
なっているのか。
・�教育環境が整っていない。昨年度、地区国際奉仕
委員会では堂島RCが行っているコンゴ共和国の
支援のお手伝いを行いました。吹田西RCからも
拠出金を出しましたよね。それはまさに識字率の
向上につながる支援でした。
・女性差別。
・戦争・紛争。

では、文字が読めないとどういうことが起こるのか。
・計算ができない。
・社会から取り残される。
識字率が向上するとどうなるのかと言いますと…
・正しい出産の知識が得られるようになる。
・�正しい子供の育て方の知識が得られるようになる。
・�文字を覚えると高度な仕事に就くことができるよ
うになる。
識字率の低さは貧困につながる。
では、我々ロータリークラブができることは何か、
どういった支援をしていくべきなのかというと。
単純に、食糧や物資を支援するのではなく、継続的
に生活に困らないように生活の手段を得られるような
支援。技術支援であったり職業訓練。
何よりも、教育支援がロータリーにとって最重要な
支援であると私は考えます。
ロータリー財団の年次基金の流れはこのようになっ
ています。また、財団の卓話のおりに詳しく出てくる
でしょう。
毎年、150ドル/人を目標に財団に寄付を行ってます
よね。わがクラブは毎年達成されています。
地区補助金です。
DGと呼ばれるもので比較的規模の小さい、短期的
な活動に用いられるものです。わが吹田西RCでは昨
年度は社会奉仕事業のジャンボ将棋に使わせて頂きま
したね。今年度は例年通り、国際奉仕事業で水と衛生
に合致しています、浄水器の設置寄付を行う予定です。
分配率ですね。画面の通り年次寄付の実績によって
分配率は変わってきます。吹田西RCはめったに150ド
ル/人を割ったことがないので申請額通り承認されて
います。そのためにも皆様、財団寄付にご協力をお願
いいたします。
この表を見て頂いてもわかるように補助金のサイク
ルは今年度と次年度がかぶっていまして連携が非常に
大切になってまいります。
そしてRIロータリー財団から提供されるもう一つ
の補助金、グローバル補助金、いわゆるGGと言われ
るものです。
この補助金は最初に出てきました 7つの重点分野に
該当が必要で、さらに持続可能かつ測定可能な成果を
もたらす国際的活動に限定されています。しかも参加
資格を認定される必要がありDGに比べて非常にハー
ドルの高い補助金となります。クラブ単位で行う場合
は数年にわたった計画が必要なため周年事業に向けて
とか単年度の横ぐしではなく年度を超えた縦串の計画
が必要です。
GGとDGの比較は次のようになります。
以上となりますが、最後に今年度の国際大会メルボ
ルン大会のお知らせをさせて頂きます。
ご清聴ありがとうございました。



イマジン ロータリー

9 月26日　例会風景

9月28日　第1回吹田西RC伊藤会長杯ゴルフコンペ（太平洋クラブ 六甲コース）

橋本（芳）幹事報告卓話者 地区国際・社会奉仕委員会 坂本（会員）委員

優勝　長屋会員


