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基本的教育と識字率向上月間
月間テーマ（9月）

第1260回（本年度 第10回）例会

会長挨拶
会長　木村 眞敏

本日のプログラム

次回 9/19 のお知らせ

♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　鹿と日本文化：「奥山に

紅葉ふみわけ鳴く鹿」の秘密
　担当：岡本 啓吾 会員
　講師：福井 栄一 様
■第4回10月度理事会
　13：40～　サファイアルーム

♬SONG : 「4つのテスト」
■年次総会
　事業報告・決算報告

今月は、基本的教育と識字率向上月間ですが、このテーマについて、
四宮ガバナーが、ガバナー月信で述べられていることを要約してお伝
えしようと思っていますが、その前に日本の識字率についてお話しし
ようと思います。

ご承知のように、江戸期の日本は200年余り鎖国を続けたため、西洋



型の近代化に後れを取りました。結果、他のアジア諸
国と同様植民地化される恐れがありました。そこで、
明治維新を決行し、富国強兵のスローガンの下、西
洋近代文明を取り入れ、わずか30～40年の間に経
済的・軍事的に一流国となったのですが、それを可
能ならしめたのは、国民の民度の高さであり、識字率
の圧倒的高さであります。幕末における識字率は何
と70％～90％で、当時断トツの世界1でありました。
当時、世界の覇権を握っていたイギリスですら、その
識字率は20％～30％でした。

現在の日本の識字率は99％です。この日本の現状か
ら想像できないのですが、現在でも世界の非識字率
人口は成人で7億8,100万人（世界の成人の15％）。

その原因は、貧困、差別、紛争などにより、学校に通う
年齢で教育を受けられないことが要因です。世界中
で5,800万人の子供たちが学校に通うことができま
せん。教育費が払えないどころか、子供がた労働力と
して仕事をして収入を得なければならない貧困地域
があります。又、たとえ学校があったとしても遠くで通
うことができない地域もあります。

これらの問題に対して、我々ロータリーは何ができる
でしょうか。

親や保護者への職業訓練を行うことで子供を労働か
ら解放することができます。「平和と紛争予防・紛争解
決」により安全に教育を受ける環境を作る。

その他、「教育施設の設置」「スクールバスの提供」
「教員の教育指導」「教材書類の提供」等のプロジェ
クトが、現に実施されています。

上記プロジェクトを実現するために、「地区補助金」
や「グローバル補助金」を利用することができます。

私達ロータリアンにできることはたくさんあるはずで
す。共に行動していきましょう。

■本日の卓話は先日インターアクトでバンコクへの
研修旅行に参加された開明中学校の生徒さんです。
　本日は4名来られております。

■次週9月12日（木）は岡本会員の卓話です。

■9月14日（土）は大阪YMCA会館におきまして、地
区ロータリー財団セミナーが開催されます。
　中之島ロータリークラブからは木村会長と栗山会
員が参加されます。

2019-20年度第1259回（第9回例会）
幹事報告 (9/5)

幹事  安達 昌弘

■9月19日（木）は臨時総会です。
　前年度の事業報告・会計報告等がございます。

■9月26日（木）の卓話は佐賀野会員の担当です。

■10月3日（木）は、北村ガバナー補佐をお迎えして
の第2回クラブ協議会が開催されます。

■10月10日（木）は社会青少年奉仕委員会フォーラ
ムです。
　井本委員長と打ち合わせしておりまして、既に内容
は決まりつつありますのでご期待ください。

■10月12日（土）は三世代合同奉仕事業の日です。
　本年度のホストクラブは天満橋RCで、天満橋RCが
ずっと支援されている大阪市立児童院の子供達を
琵琶湖の遊覧船に乗せてあげて昼ご飯を食べて
もらおうという企画です。
　9時30分にヒルトンホテル出発です。
　本日、出欠表を回させて頂いておりますが、参加費
は¥5,000です。
　子供達へのプレゼント代に充てたいので、不参加
の方にも申し訳ないですが、一律¥2,000お願いし
ています。

■10月17日の例会は、ガバナー訪問日です。
　四宮ガバナーが見えられます。

■お知らせが2件ございます。

　まず、11月2日～4日に開催される「秋のRYLA」の
案内です。
　今年度は、ホストクラブが大阪南ロータリークラブ
で、開催場所はサントリー箕面トレーニングセン
ターです。
　子供さん、社員の方々の参加をお願い致します。

　次に、地区大会の案内です。本年度はホストクラブ
の大阪西南ロータリークラブが、12月13日～14日
の2日間、大阪国際会議場で開催されます。
　全員参加が基本ですので、よろしくお願い致します。



インターアクト海外研修報告

開明中学・高等学校 インターアクトクラブ　生徒代表

8月1日から3泊5日で、国際ロータリー第2660地区
管轄のインターアクトクラブではタイ海外研修が実
施されました。

大阪府下の中高生が集まり、120名が参加しました。
この研修は、国際交流及び奉仕活動が目的で毎年実
施されています。昨年は台湾を訪れました。

今回、本校から研修に参加したインターアクターを紹
介します。高校1年：河本聖己・木下知香・矢鋪廉／中
学3年：北川瑞葉・向井美琴（五十音順）本日のス
ピーチは、4人で進めさせて頂きます。宜しくお願い
致します。

尚、北川に関しましてですが、彼女は先月より親御さ
んの転勤でオランダに滞在しております。

大阪中之島ロータリークラブからは、檜皮さん・藤本
さん、大阪東ロータリークラブからは水山さんにお越
し頂きました。

タイは日本から飛行機でおよそ5時間の場所に位置
しています。赤道に近い場所ですが、日本より過ごし
やすい気候でした。よくスコールが発生するそうで
す。タイの中でも、特に首都バンコクでは近年、爆発
的な勢いでビルが建設されています。

写真は、スワンナプーム国際空港から車で少しの場
所で撮影したものです。近代的なビルの直ぐ側には、
背の低い建物が建ち並んでいます。このように、超高
層ビルと低層の建物が混在するような不思議な光景
を至るところで見ることが出来ました。

あと5年もすれば、見える景色がまた違ってくるのか
もしれません。

初日は、移動がメインとなりました。ホテルに到着し
た後、夕食を頂きました。また、交流事業の一環でタ
イでも大ヒットした「恋するフォーチュンクッキー」と
「河内音頭」を後日に披露するため、夕食後は他校の
生徒と一緒に練習しました。本年度の幹事校である
高槻中学校・高等学校の皆さんがリードして下さいま
した。　

2日目は、研修のメインである国際交流活動を行いま
した。現地校の皆さんと、グループセッションや社会
奉仕活動を通じて繋がりを深めました。バンカピ高
校を拠点に活動を行いました。今回交流したタイの
生徒は、日本語のクラスを選択しているそうで、日本
語でコミュニケーションを取りました。グループセッ
ションでは、「宝探し」という題目で校庭に出て、気に
入ったモノを拾い集めました。拾ったモノをグループ
で組み合わせて、一つの作品を創りました。それぞれ
の班で個性のある作品に仕上がりました。グループ
セッションの後には、現地のロータリアンから昼食を
振る舞って頂きました。全て手料理で、タイの家庭の
味を堪能しました。また、昼食後には社会奉仕活動を
行いました。この活動では主に4つのグループに分か
れ、植樹・EM剤の散布・ゴミ拾い・ペンキ塗り等を行
いました。



三日目は、タイの寺院巡りやチャトゥチャック・マー
ケットを訪問しました。タイは仏教の教えを大切にす
る国で、王室にまつわる寺院をいくつか訪れました。
国王が生まれた曜日の色として、黄色の装飾品を多
数見ることができました。寺院巡りの後は、前日に交
流した現地校の皆さんと合流し、チャトゥチャック・
マーケットを訪れました。マーケットでは「ねぎる」と
いう事が普通で、値段を交渉しながらお土産などを
購入しました。

夕方には、現地の皆さんに感謝の意をこめて、フェア
ウェルパーティーを開催しました。パーティーでは、日
本の文化紹介を始め様々な形で交流をしました。開
明インターアクトクラブでは、日本の優れた文房具に
ついて英語でプレゼンテーションを行いました。最後
には、初日に練習した「恋するフォーチュンクッキー」
と「河内音頭」を現地の皆さんと一緒に踊りました。
「恋するフォーチュンクッキー」はBNK48（日本でいう
AKB48）がタイ語バージョンでリリースされ人気爆発
で社会現象になりました。

最終日は、世界遺産であるアユタヤ遺跡を訪れ、ゾウ
に乗って遺跡を回りました。タイではゾウは神聖な生
き物とされており、とても大切に扱われています。そ
の後、地元のショッピングセンターに立ち寄り、空港
近くのリゾートレストラン『コーランタ』で解団式を行
い、4日間の海外研修を無事に終え、空港に向かいま
した。空港にはタイのロータリアンとインターアク
ターが見送りに来て下さいました。寂しく感じました
が、いつかまた会う約束をしてお別れしました。

最後になりましたが、大阪中之島RCの檜皮さんと藤
本さん、そして大阪東RCの水山さんをはじめとする
多くのロータリアンの皆様に大変お世話になりまし
た。本当に有り難うございました。

今回、本校インターアクトクラブで発行している
「Interact Monthly News Letter」を週報に同封させ
ていただきました。今後、インターアクトクラブの活動
をもっと知っていただけるよう広報活動にも力を入
れていく所存です。是非、ご一読頂けますと幸いです。



本日のメニュー▲お誕生日のお祝い：左より高島 凱夫会員・村木 博行会員・木村 眞敏会長

▲事業所設立記念のお祝い：左より前田 隆司会員・木村 眞敏会長

▲結婚記念日のお祝い：左より前田 隆司会員・木村 眞敏会長

小　鉢 茄子揚げ浸し　雲丹　生姜　おくら
 三枡弁当
造　り 蛸炙り　鮪　あしらい
炊　合 小芋　南京　鶏つくね　インゲン
 もみじ麩
八　寸 小付　なます（焼き椎茸　菊花）
 擬製豆腐　焼魚　小袖　栗麩田楽
 もろ胡瓜　はじかみ
蒸し物  里芋饅頭オカキ揚　ヤングコーン
 法蓮草　鼈甲餡掛け
食　事 白御飯　香の物
留　椀 赤だし

北口 竜輔 会員 ご入会おめでとうございます

ようこそ
! 大阪中之島ロータリークラブへ



インターアクト担当  檜皮 悦子

9月5日（木）、本吉兆にて会長会が開催されました。

会長会

日時：毎水曜日16：30～18：00
開明中学校インターアクト例会 16：30～
開明高等学校インターアクト例会 17：00～18：00

場所：学校法人大阪貿易学院 開明中学校・高等学校物
理室にて
大阪市城東区野江1-9-9
電話：06-6932-4461

※参加していただくときは、担当教員の三本杉先生まで
ご連絡ください

開明中学校・高等学校インターアウト例会について

名誉会員であり、2期目当選を果たされた
枚方市長の伏見会員がお見えになりました。 本日のソング委員  杉村 雅之会員
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●出席報告
会員数 36名 国内ビジター 1名
名誉会員数 5名 外国ビジター 0名
免除会員 1名 国内ゲスト 6名
出席者 32名 外国ゲスト 0名
欠席者 3名

出席率 91.42 %
8月8日の修正出席率 100 %

●メイクアップ
丸山 澄高   8 月21日 にしなり☆子ども食堂

支援事業
村木 博行   8 月21日 にしなり☆子ども食堂

支援事業
西田 末彦   8 月26日 インターアクト合同会議
吉田 　了   7 月28日 絆・IN モンゴル

木村：開明中高の皆さん、卓話よろしくおねがいします！

金森：お蔭様で伏見市長、2期目当選しました。有難う

ございました。

西田：本日の卓話、開明中高の皆さん、よろしくお願い

します。ニコニコ

辻（義）：伏見さん、おめでとう！

井本：開明中高のみなさん、頑張ってください。

下岡：開明の皆さん、頑張って下さい。

吉田：ニコニコ

早瀬：月初です。ニコニコ

高島：①開明中高インターアクター諸君、ようこそ！！

②伏見さん、再選おめでとう！

③誕生日祝い有難うございました。

嶽下：ニコニコ

北村（讓）：伏見市長、当選おめでとう！

北口さん、入会おめでとう！

前田：久しぶりに書くことがなくなりました。

結婚祝いのお花、有難うございました。

村上：開明中高の皆さん、ようこそいらっしゃいました。

上山：ちょっぴりですが秋ですね！

檜皮：インターアクトの皆様、海外研修卓話楽しみに

しております。がんばれ！

村橋：開明中高インターアクトクラブの皆様、海外研

修報告頑張ってください。

満村：開明中高のみなさん、ようこそ

丸山：開明の皆さん、今日はよろしくお願いします。

戸田：本日より3週間お休みします。すみません。

本日午後5時10分頃から8チャンネル「報道ラン

ナー」に出演予定です。ニコニコ

栗山：ニコニコ

杉村：まだまだ暑いですね。ご自愛下さい。

上瀬：本日より入会の北口さんをよろしくお願いいた

します。

本日合計 : ￥53,000
累　計 : ￥317,000

●本日のビジター
甲子園RC 中嶋 邦明 様

●本日のゲスト
名誉会員 伏見 　隆 様
藤本会員ご紹介 塩山 正隆 様
開明高校 河本 聖巳 様
開明高校 矢舗 　廉 様
開明高校 木下 知香 様
開明中学 向井 美琴 様

上方文化評論家。四條畷学園大学 看護学部 客員

教授。大阪府吹田市生まれ。

京都大学法学部卒。京都大学大学院法学研究科修

了。法学修士。

関西の歴史・文化・芸能に関する講演を国内外の各

地で行うほか、通算29冊の研究書を出版している。

NHKテレビ「日本人のおなまえ！」、MBSラジオ「あり

がとう浜村淳です」など、マスコミ出演も多数。

著書に、『説話と奇談でめぐる奈良』（朱鷺書房）、

『大阪人の「うまいこと言う」技術』（PHP研究所）、

『増補版 上方学』（朝日新聞出版）などがある。

剣道2段。

福井栄一（ふくいえいいち）氏のプロフィール

本日の卓話
鹿と日本文化：「奥山に

紅葉ふみわけ鳴く鹿」の秘密


