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本日のプログラム

第1051回（本年度 第33回）例会

次回 3/19 のお知らせ

♬SONG : 「日も風も星も」
●卓話　最近の果物事情
　西田 末彦 会員

♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　税金の話
　辻　一夫 会員
■第2回ノミニー理事会
　11：30～　サファイアルーム
■4月度理事会
　13：40～　サファイアルーム

会長挨拶
会長　下岡 陽一郎
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　皆さま、こんにちは。徳島RCより西野様、本日のゲスト卓話をして頂
きます、元阪神タイガース私設応援団西河様、米山奨学生より郭名純
様、ようこそお出で下さいました。ごゆっくりご歓談下さいませ。
　今月は識字率向上月間となっています。1986年RI理事会は、識字
率向上を強調プログラムとして、1997年3月を識字率向上月間と決
めました。
　最初に、国際ロータリーは、なぜ識字率向上に取り組む必要があっ
たのか、また、私たち日本のロータリアンに何ができるかを考えてみ
ました。
　「基本的教育と識字率向上」は、ロータリー財団・未来の夢計画の6つ
の重要分野の一つとされており、世界には約10億の非識字者がいます。
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2014-15年度第1050回（第32回例会）
幹事報告 (3/5)

幹事  辻　 義光

■本日の卓話は嶽下会員です。よろしくお願いします。

■3月12日（木）の卓話は辻一夫会員です。よろしくお願
いします。

■3月12日（木）11時30分から第2回ノミニー理事会、
13時40分から第10回4月度理事会を行います。各理
事、役員の皆様ご出席のほどお願いします。

■3月19日（木）の卓話は西田会員です。よろしくお願い

私たちには想像できない数字でありますが、これは
15歳以上の大人の1/4に当たります。その3/4はアジ
ア人であると言われ、非識字者の2/3は女性でありま
す。インド・中国で、世界の50％以上の非識字者がお
ります。特に世界の非識字者の2/3は女性です。これ
はとても危険なことです。女性は子供に接する機会が
多く、母親が非識字者であれば、その子供もまた非識
字者になる可能性が大きくなるからです。インドの非
識字者の数は、1951年の2億3千万人から、今日の3
億4千万人以上に増加していますが、この増加は援
助減と高出産率に起因するものです。
全世界に貧困の問題があります。貧困により、様々な
問題が発生しております。貧困は病気・飢餓・汚染の
原因であり、さらに犯罪・政情不安・テロ行為まで引
き起こします。途上国の識字率向上により「貧困の連
鎖」を断ち切り、保健衛生面での向上、社会的格差の
減少など、人道的側面から改善が期待できます。
　人は、識字により生涯学習教育を受け、様々な情
報を理解し、成長することができます。
　識字率向上に当てはめますと、読み書きに必要な
テキストやパソコンなどの“物自体を贈る”より、先日、
大阪中之島RCのグローバル補助金支援事業のよう
な、学校建設やボランティアによる教師派遣などの、
“教育の場”を提供する方がもっと重要であると思い
ます。また、昨今ITの情報社会の発達により、機能的
非識字：すなわちディス・コミュニケーションが問題
になっているように思います。
人は時代の変化を身に付けて成長することを考え、
今後私たちはどのような貢献ができるかを前向きに
考えて行きたいと思います。

本日のメニュー

・カジキマグロのスモークとトマトのマリネ
・牛フィレステーキ　菜の花とスナックエンドウ
・リンゴ入りリーフサラダ、コーヒー、パン

します。

■3月7日（土）12時30分から国際会議場において
「2015-16年度の為のPETS・地区チーム研修セミ
ナー」があります。
　今回は「IM別意見交換」と別に、年初のクラブ会員数
を基にした「規模別意見交換」を行います。嶽下会長
エレクトご出席のほどよろしくお願いします。

■地区より「2015-16年度のための地区研修・協議会の
ご案内」が来ています。
　3月13日（金）までに出席者名簿を提出してください。

　1. 日時　2015年4月11日（土）13：00～17：00

　2. 場所　大阪国際会議場5階メインホール

　3. 出席義務部門　次年度会長、次年度幹事・SAA、次
年度クラブ奉仕、次年度職業奉
仕、次年度社会奉仕、次年度青少
年奉仕、次年度国際奉仕、次年度
ロータリー財団、次年度米山奨
学、次年度クラブ研修リーダーの
全10部門

■地区の米山奨学会からカウンセラー所見の提出のお
願いが来ています。
　奨学生レポートを読んでいただき、カウンセラーの所
見を書いていただき、3月末までに地区ガバナー事務
所に提出お願いします。

■地区より2014-15年度「RI会長賞」など表彰の申請の
依頼が来ています。
　提出期限は2015年3月31日（火）、提出先はガバナー
事務所です。

■「第3回若手ロータリアン勉強会、懇親会開催」のお知
らせが来ています・

　1. 日時　2015年4月16日（木）19：00～21：30

　2. 場所　ヴィアーレ大阪

　3. 対象　55歳以下のロータリアン、
　　　　　入会勧誘予定者、候補者

　4. 会費　6,000円

　5. 登録締切　4月2日（木）まで



　ついに今日は私の最後の出席になります。この一年、
本当に早かったように感じています。毎月の例会で皆様
とお会いして、お話をお聞かせ頂きまして、私にとっては
とても楽しい時間でした。

この一年間にあまり深く触れていなかった方々と、もっ
と話をしたいと思っておりますが、今月の末に大阪から
離れることになり、今後は関東のどこかにいくのもまだ
わからない状態なのですが、配属先がわかり次第にま
た皆様に報告させていただきたいと思います。

今後とも相変わらぬご指導を頂けると嬉しいです。そし
て日本のどこかでまた皆様と再会できることを願ってい
ます。

この一年間、大変お世話になりました。心から感謝を申
し上げます。本当にありがとうございました。

私が応援団代表に就任いたしました時、目標として
まず応援団として市民権を確保しようと思っていまし
た。でも、烏合の衆の寄合では中々認めてもらえず、
自分たちなりに規則、会則を決めて活動を続けてま
いりました。

負けがこんでいたある日「やってられるか～～～」の
ノリで笛太鼓を停止しました。すると翌日のスポーツ
紙一面に三段抜き見出しで「応援団応援ボイコット」
との反響。その日の夕方球団代表から電話が有り、
「ホテル阪神までご足労願えませんか、ご相談があり
ます。」

　何のことやらと出向いて行ったんですが、そこに来
ていたのが当時のセントラルリーグ事務局長でした。

米山奨学生 米山留学生 郭 名純（カク メイジュン）

我々応援団と球団そしてセントラルリーグとの三者
会談が行われました。何を言われるかと思っていま
したら「応援を再開してください。やめられたらこれは
プロ野球不買運動に繋がります。」って言われまして、
それでやっと応援を認めてくれているんだなと思い、
市民権を得たと実感した次第です。

　一番印象に残っているのは、昭和40年のシーズン
残り2試合のこしてどちらか勝か引き分けで優勝とい
うとき連敗。優勝を逃がしたんですがその伏線が、八
月の巨人三連戦二連勝しての三戦目池田の転倒落
球で逆転負け。勝っていた試合を落としてその一勝
が最後に響いて、たら話になりますが、結果的に優勝
を逃がした大事な一戦でした。

阪神タイガース事件史

嶽下 勇治 会員、 講師 ： 阪神タイガース私設応援団 元代表理事　西河 秀文 様



▲お誕生日のお祝い：左より吉田 了会員・栗山 博道会員・
　藤本 淳司会員・福田 忠博会員・下岡 陽一郎会長・北村  讓会員

▲事業所設立記念のお祝い：左より檜皮 悦子会員・梅原 一樹会員・
　早瀬 道圓会員・下岡 陽一郎会長

▲結婚記念日のお祝い：左より藤本 淳司会員・永井 俊行会員・
　北村  讓会員・下岡 陽一郎会長

地区よりの委嘱状を受ける高島会員と村橋会員
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下岡：西河さんの卓話楽しみです。ニコニコ

山本：先日の週公式には会長はじめ皆様大変有難う
ございました。
また、連絡出し忘れた方、深くお詫びいたします。
嶽下さんの代理卓話楽しみです。

嶽下：西河秀文さん、ようこそお越しくださいました。
本日はよろしくお願いします。

辻（義）：ニコニコ

吉田：ニコニコ

早瀬：月初です。ニコニコ

福田：月初です。ニコニコ

針谷：ニコニコ

高島：ニコニコ

小林：西河様をお迎えしてニコニコ。私も大の虎キチ
です。

北村：3月度の初例会ニコニコ

村上：ニコニコ

永井：嶽下さんの卓話、楽しみにしています。
西河様よろしくおねがいします。

満村：ニコニコ

栗山：ニコニコ

西河秀文（ゲストスピーカー）：
本日はよろしくお願いします。緊張しています。

本日合計 : ￥50,000
累　計 : ￥1,630,000

●出席報告
会員数 29名 国内ビジター 1名
名誉会員数 6名 外国ビジター 0名
免除会員 0名 国内ゲスト 1名
出席者 22名 外国ゲスト 1名
欠席者 7名

出席率 75.86%
2月12日の修正出席率 86.20%

●メイクアップ
井戸本 泰次   2 月20日 大阪城南RC
高島 凱夫   2 月13日 第4回諮問委員会

●本日のゲスト
ゲストスピーカー 西河 秀文 様
米山奨学生 郭　 名純 様

●本日のビジター
徳島RC 西野 武明 様


