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基本的教育と識字率向上月間

会長挨拶
会長

金森 市造

2020年9月10日
第1292回（本年度 第9回）例会
本日のプログラム
♬SONG 「我ら中之島」
:
●卓話 住宅建築産業について
藤本 淳司 会員

次回 9/17 のお知らせ
♬SONG 「日も風も星も」
:

■臨時総会 事業・決算報告
事業報告
安達前年度幹事
会計報告
北村薫前年度会計
会計監査報告 西田前年度会計監査
今月は、
「基本的教育と識字率向上月間」
です。私達が住んでいる日
本国では、義務教育が整備されていてよほどのことが無い限り学校
教育を受ける事が出来ますが、一方世界に目を向けると、昨年の
ロータリーの友9月号の特集記事の巻頭言には
「世界には、貧困や紛
争、学校が近くにないといったさまざまな理由から学校に行けない子
ども
（6〜14歳）が1億2,000万人。教育の機会が得られず、大人に

なっても文字の読み書きができない人が7億5,000

アンをガバナー自らが表彰することと記されています。

万人（15歳以上の6人に一人）以上いると記され、貧

後ほど、そのような観点から、簡仁一ガバナーから、

困の原因ともなるそうした状況を改善するため、
ロー

卓話を戴くことになっていますのでよく耳を傾けてお

タリーでは学校を造り、図書を贈り、
さらに教師を育

聞き頂き、会員諸兄の日々のロータリー会務に取り

てるなど、世界各地で活動を行っていますと記されそ

入れて頂ければ有り難いことです。

の実践例が掲載されています。
日本では、昔から
「読み 書き ソロバン」
と申して、人
間が人として生きてく上において大切な『教育と識
字』の普及に大いに努力して頂いた姿を再認識に、

幹事報告 (9/3)
2020-21年度第1291回（第8回例会）

幹事 村上 俊二

先人の努力に感謝したいものです。
ところで、本日はガバナー公式訪問の日で簡仁一ガ
バナーをお迎えさせて戴いております。
そこで今一度、
ガバナー、
ガバナー公式訪問、ならび
にガバナーの任務についてアナウンスして見ようと
思います。
ロータリー情報ハンドブックによると、
まず
ガバナーとは、ＲI理事会の一般的な監督の下に職
務をおこなう、
その地区におけるＲIの役員である。
ガ
バナーは、地区内のクラブを啓発し、意欲を与えるこ
と、
また、地区内の継続性を確保することにより、地区
内のクラブを始動し、支援する。
と記載されています。
要は、地区内のRI活動の最高責任者という肩書きで
しょうか？
また、
ガバナーになるには、①ガバナーノミニー・デジ
グネート
（ガバナーとして就任する日の直前24ヶ月〜
36ヶ月以内に選出される）、②ガバナーノミニー（ガ
バナー就任2年前の7月1日より）、③ガバナーエレク
ト
（地区ガバナーノミニーが国際大会で選挙された
後、7月1日の就任までの間の呼称）
となり、
ガバナー
エレクトは、国際協議会に出席することが義務づけら

幹事の村上です。幹事報告をいたします。
それではこれからの行事予定を申し上げます。
■9月3日
（木）、本日は簡ガバナーの公式訪問日であ
ります。簡ガバナーをはじめ地区から土方副代表
幹事、射場・坂上両幹事がお見えになっておられま
す。
ありがとうございます。
先程、例会に先立ち11時20分より太閤園淀川邸
にて事前懇談会がありました。出席義務者として
金森会長、辻一夫エレクト、栗山ノミニー、高島パ
ストガバナー、嶽下次年度幹事、村上幹事に出席

れている。
このように、
ガバナーとしての年度を迎える

頂きました。

までに約2年弱の準備期間があります。
この期間は、

簡ガバナーには、
卓話の時間に講話をいただきます。

クラブ会長にも当てはまります。
クラブ会長も自分の

また例会終了後、
クラブ役員会が開かれます。

年度を迎えるまでに同様に準備期間がありますね。
そして、
ガバナーの任務についてロータリー情報ハン
ドブックによれば、その任務項目が14項目の多岐に
わたりあり、
日々その行動に尽力して戴いております。
本日のガバナー公式訪問もガバナーの任務の中で
重要な項目の一つです。
ガバナー公式訪問の目的については2660地区研修
委員会発行の『ロータリーの心と実践』に、①ロータ
リーの主要問題に焦点を当て関心を持たせること、
②弱体および問題のあるクラブに特別な関心を払う
こと、③ロータリアンの意欲をかきたて奉仕活動に参
加させること、④顕著な貢献をした地区内のロータリ

■9月5日
（土）、地区職業奉仕委員長会議が大阪YМ
CA開かれます。
戸田職業奉仕委員長よろしくお願いします。
■9月10日（木）、
この日の卓話は藤本会員となって
いますので、
ご準備よろしくお願いします。
■9月12日（土）、地区ロータリー財団セミナーが大
阪YМCAにて行われます。
北村薫委員長よろしくお願いします。
■9月17日
（木）、
この日は臨時総会であります。前年
度事業報告と会計報告及び監査報告があります。
安達前幹事、北村薫前会計、西田前会長ご準備よ
ろしくお願いします。

それから、
この日に職業奉仕委員会の出前授業が、

また例会終了後、理事会が開かれます。
■9月19日
（土）、
この日は模擬ズーム会議が開かれ
ます。今回の模擬会議は全員の方がズーム会議に
参加できる環境を整えるために行われます。詳し

中之島朝日カルチャーセンターにおいて、16時か
ら17時30分まで行われます。戸田委員長よろしく
お願いします。

い手順は改めてIT委員会から報告があります。

■9月26日
（土）、米山奨学委員長会議が開かれます。

■9月24日（木）、
この日の卓話者は檜皮会員となっ

この日は藤本副委員長出席よろしくお願いします。

ております。
ご準備よろしくお願いします。

ガバナー講話
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簡 仁一 様

1．会員基盤の強化
年代、職業、男女の別いずれにおいても、多様な
会員を受け入れる柔軟性と、
ロータリーの基本
的な価値観を再認識し、
クラブのあり方を方向
づける
「クラブビジョン」を作成しましょう。問題
意識を共有し、会員の退会を防ぐ姿勢を、だれ
もが持ち続ける必要があります。
2．
ポリオの根絶
現在、
ポリオウイルス株の2型、3型は根絶され、
あとは1型だけです。
また、
ポリオの常在国は、
ア
フガニスタンとパキスタンの2か国だけとなりま
した。
ナイジェリアは発症例が3年間報告されて
おらず、今年中に根絶の宣言がされるでしょう。
ホルガー・クナークRI会長テーマ
「Rotary Opens Opportunities」
〜ロータリーは機会の扉を開く〜
クナーク会長は、
このテーマについて、
ロータリーが
クラブに入会するというだけではなく、
「 無限の機会
への招待である」
という思いを込めた、
と語っておら
れます。
「奉仕プロジェクトを通じて会員自身や受益者の人生
をより豊かにするための道を開くのがロータリーで
ある」
と力説され、
「ロータリーは、
リーダーシップの
機会、奉仕のアイデアを実行に移すために世界を旅
する機会、
そして生涯続く友情の絆を築く機会を与え

ポリオの発症がどこかで起きている限り、感染の
危険は世界中の子どもに及ぶことになります。世
界中で根絶されるまで活動を続けていきましょう。
3．青少年の活動を支援
未来を担う若い世代を支援し、
リーダーを育て
ることは、
ロータリアンの使命です。当地区は、
イ
ンターアクト、
ローターアクト、青少年交換、
ライ
ラ、米山奨学生、
ロータリー学友などの青少年プ
ログラムに積極的に取り組んでいます。
ロータリ
アンと青少年がともに活動できる奉仕の機会を、
さらに作っていきましょう。
4．
ロータリー財団活動の推進

てくれる」
とも述べられました。

ロータリー財団は、
ロータリーの奉仕プロジェク

そのうえで、
「 私たちのあらゆる活動が、
どこかで、誰

トを支える柱です。年次基金は、3年後の奉仕活

かのために機会の扉を開いています」
と強調されま
した。
このRI会長のテーマに基づき、2020-21年度第
2660地区の年次目標を6項目掲げました。

動の資源となり、恒久基金は将来のロータリー
活動を担保し、ポリオ基金はウイルスとの闘い
の象徴です。
ご理解いただき、
ご協力をよろしく
お願いします。

5．米山記念奨学会活動の推進

り組むことができ、その活動を通して、大きな感

日本と海外との懸け橋となる米山奨学生の支援

動を得ることもできました。

をお願いします。4月から継続を含めて、49名の

こうした素晴らしい集まりの会員であることに改

米山奨学生が、
皆さんのクラブでお世話になって

めて意識を向け、
ロータリアンとしての誇りと自

おります。
未来を担う若い力を応援してください。

信を、皆さんに持っていただきたいと思います。

6．IT化の推進と公共イメージの向上

③未来をつくる

IT化は避けては通れません。My Rotaryの登録、

時代に対応する多様性、柔軟性、適応力がなけ

クラブセントラルの活用をぜひ、
よろしくお願い

れば、
ロータリーの未来を創っていくことはでき

します。
ロータリーについて知ってもらうための

ません。例えば、SF映画のように、過去に戻って、

一番の広告塔は、
ロータリアン自身です。会員以

今を変えることはできないのです。

外の人にも、
ロータリーに親しんでもらう機会を

しかし、未来は、私たちの手の中にあります。私

つくっていきましょう。
私は、地区スローガンを決定するにあたって、3つの
ことを考えました。
①基本の再認識を
ロータリーは変わったのか、
という声をよく耳に
しますが、私はそうは思いません。2019年-20年
度の新しい標準ロータリークラブ定款は、表現
が多少異なっているとはいえ、基本となる考え
方は従来と同じです。それは、すなわち、四つの
テスト、超我の奉仕、中核的価値観といったロー
タリーの価値観です。
そして、ロータリーは、
こうした価値観を共有す

たちが、未来をつくっていくことができるのです。
私は、
こう呼びかけたいと思います。
ロータリーの基本を再認識してください。
ロータリアンとしての誇りと自信を持ってください。
そして、一緒にロータリーの未来をつくっていきま
しょう。
そこで、地区スローガンは
「Back to the Basics and Fly to the Future」
(ロータリーの基本に戻って、新しい未来へ）
の意味を込めて

る人たちの集まりであり、だからこそ、確かな信

BACK, To the FUTURE

頼関係が築かれているのです。今こそ、ロータ

〜基本に戻って、未来へ〜

リーの基本を再認識しましょう。
②誇りと自信を持って

とさせていただきました。
これから一年間、
クラブの皆さまとともに、基本を見

ロータリーで、私は、多くの尊敬できる先輩の皆

つめ直して考え、歩んでまいりたいと思っております。

さん、多くの信頼できる友人を得ることができま

どうぞよろしくお願い申し上げます。

した。一人ではなかなかできない奉仕活動に取

公式訪問お礼

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上
げます。平素は地区ロータリー活動にご尽力とご協
力を賜りまして、厚く御礼申し上げます。
さて、昨日の公式訪問に際しましては、格別のご高
配にあずかり、心より感謝しております。
今年度のRIテーマは
「Rotary Opens Opportunities
〜ロータリーは機会の扉を開く〜」
です。
これに基づいて、地区スローガンを
「BACK, To the
FUTURE〜基本に戻って、未来へ〜」
と致しました。
時代の移り変わりとともに、様々な状況、事態に直
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面する今だからこそ、
ロータリーの基本を再認識し、
ロータリアンとしての誇りと自信を持って、
ともに
ロータリーの未来をつくっていきたい、
という思い
を込めました。
この1年間、
クラブの皆さまとともに考え、悩み、歩
むガバナーとして、力を尽くしてまいりたいと考えて
おります。一層のご理解とご支援を賜りますよう、
よ
ろしくお願い申し上げます。
末筆ながら、貴クラブのますますのご発展と、会員
の皆さま方のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。
敬具

米山奨学生

米山奨学生 陳 玉芬

済は価格伸縮性的な経済として特徴づけられていま
す。
この時期の台湾は日本時代です。
その後、中華民
国の政府として、国民党の独裁政権は1988年まで続
きました。
台湾におけるこの二つの時期の経済は、賃金と価格
が伸縮的な経済として特徴づけられるかと検証する
目的で、今回の研究にて時系列数量分析を行いまし
た。
そして、標準偏差や変動係数を用いて分析した結
果は、国民党統治期より日本統治期のほうが価格は
伸縮的だとわかりました。理論的に、伸縮的であれ
ば、経済における変動が小さくなって、経済が持続的
皆様こんにちは、先月に研究に関するワーキング

に成長するはずです。
しかし、国民党統治期における

ペーパーを完成して、学校のサイトに載らせていただ

経済成長が日本統治期より高いです。歴史の背景と

きました。
それで、今回少し自分の研究について話し

分析結果を合わせてみれば、
日本統治期の台湾は農

たいと思います。

業社会で、工業化が進んでいなくて、国民党統治期に

現在進んでいる研究は、主に価格の伸縮性が経済の

急速的に工業化に進んで、技術進歩は可能となった

安定に果たした役割を検討しています。

と考えられます。そのため、
日本統治期の経済がより

価格の伸縮性とは、経済のかく乱が賃金と価格の変

伸縮的ですが、国民党統治期のほうが経済成長が高

化に吸収されることです。それにより、価格が市場の

いと解釈できます。

需要及び供給に十分に伸縮的ならば、市場の需給が

以上は今までの研究において一部の結果となりま

素早く一致するので、何かのショックが加えても生産

す。今度は日韓次世代学術大会に論文を投稿する予

量と雇用量はあまり変動しなくて、経済が安定化する

定があります。
もし新しい結果が得られたら、
また皆

と考えられています。他の学者により、戦前の日本経

様と報告させていただきます。

9月3日のメニュー

・桜鯛のエスカベッシュ、
カレーコロッケ
サーモンアボカド
・甘鯛のトマトチーズ焼き
・メスクランサラダ、
コーヒー、
パン

地区幹事の阪上 博史様が
12月12日の地区大会のＰＲにお見えになりました。

tulations!
Congra
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ニコニコBOX

金森：簡ガバナーの公式訪問を迎えて。
よろしくお願
いいたします。
辻（一）
：簡ガバナーをお迎えして。ニコニコ
村上：簡ガバナー、公式訪問ありがとうございます。ニ
コニコ
戸田：簡ガバナー、
ご指導のほどよろしくお願いします。
吉田：ニコニコ
早瀬：月初です。ニコニコ

早瀬会員が米山奨学委員会より
「第61回米山功労者」の表彰を受けました。

高島：簡ガバナー。
ご指導よろしくお願い申し上げます。
嶽下：簡ガバナー、
ようこそお越しいただき、ありがと
うございます。
北村（讓）
：簡ガバナー、訪問ありがとうございます。
ご
指導宜しくお願い致します。
前田：今までマスクあまり売っていなかったけど、最
近道端に結構落ちています。
上山：簡ガバナー、
ご訪問頂きありがとうございます。
村橋：簡ガバナーの公式訪問を歓迎いたします。
西田：簡ガバナー、
ようこそお越しくださいました。ニ
コニコ
満村：簡ガバナー、
ご訪問ありがとうございます。
井本：簡ガバナー、
ご訪問ありがとうございます。

▲お誕生日のお祝い：左より村木 博行会員・高島 凱夫会員・金森 市造会長

本日合計 : ￥36,000
累

計 : ￥241,000

●出席報告
会員数
名誉会員数
免除会員
出席者
欠席者
▲事業所設立記念のお祝い：左より金森 市造会長・前田 隆司会員

36名
6名
1名
30名
5名

出席率
8月6日の修正出席率

国内ビジター
外国ビジター
国内ゲスト
外国ゲスト

4名
0名
0名
1名

85.71 %
82.85 %

●本日のビジター
ガバナー（茨木RC）
地区副代表幹事（茨木RC）
地区幹事（茨木RC）
地区幹事（茨木東RC）

簡 仁一 様
土方 慶之 様
射場 一之 様
阪上 博史 様

●本日のゲスト
▲結婚記念日のお祝い：左より金森 市造会長・戸田 佳孝会員・
前田 隆司会員

米山奨学生

陳

玉芬 様

