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◆4 つのテスト◆
言行はこれに照らしてから
① 真実かどうか？
② みんなに公平か？
③ 好意と友情を深めるか？
④ みんなのためになるかどうか？

創立 1967 年 12 月 26 日
■会
長 大西 寛治
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事 上田 正義
■会報委員長 北本 良弘

‐Reach Within to Embrace Humanity‐

こころの中をみつめよう
博愛を広げるために

２０１１年～２０１２年度
国際ロータリーのテーマ

平成 23 年 8 月 9 日

No.2124

（8 月 9 日）

今週の卓話

「 クラブ奉仕部門の運営について 」
中原 毅 クラブ奉仕委員長

H23.8.2

国際ロータリー会長
カルヤン・バネルジー

(No.2123 の例会記録)

ゲスト
ＩＭ３組ガバナー補佐

三村 雄太郎 氏

大川 真一郎 会員

次週の予定

（8 月 23 日）

ロータリーソング

「 ＧＰＡＮ食育事業 」
「 君が代 」 「 奉仕の理想 」 「 四つのテスト体操 」
清水 正義 会員

先週の例会報告
◆ 出席報告（8 月 2 日分）
会員数
特定免除

ニコニコ箱

44 名 出席数 34 名 欠席者 4 名
6 名 その他免除

0名

・誕生日自祝

田川 和見 君

・楽しい例会、仲間に会える楽しみ
奉仕の出来る喜びに感謝

出席率 87.18％

大西 寛治 君

・歩こう会 お蕎麦美味しかったです
木村 克己 君

前々回 7 月 19 日分
ホームクラブの出席者 32 名
メークアップの結果

84.21％

・大阪桐蔭高校野球大阪決勝大会では
選手達の頑張りを見せていただきました 感動

35 名

特定免除

8名

その他免除

欠席者

0名

修正出席率 100.00％

中野 秀一 君

0名
・早退お詫び

髙島

登 君

会長の時間

大西

寛治 会長

一段と円高が進んでいます。海外旅行をするなら、今
ですね。しかし、輸出国の我が国では８２円が想定値で
すので、この円高は非常に厳しいように思われます。
今年も、ゲリラ豪雨が大暴れしています。浸水の恐れ
が有る地下やガレージ、ガード下等には十分に気を付け
て下さい。
国際成人力調査（ＰＩＡＡＣ）は、ＯＥＣＤ（経済開
発機構）が進める新しい国際規格調査です。この調査は各国の成人が日常生活や職場
で必要とされる技能「成人力」をどの程度持っているかを調べるもので、日本を含む
２６か国が参加しています。
さて、成人力は知識をどの程度持っているかではなく、課題を見つけ考える力や、
知識や情報を活用して課題を解決する力など、実世界で生きていく上での総合的な力
のことを言います、国や企業が「成人力」を養うための人材育成の方法を考える際の
データを提供します。調査対象者は、無作為に抽出された日本国在住の１６歳以上６
５歳以下の男女で、日常生活の様々な場面で、文章や図などの形で提供された情報を
理解し、課題の解決に活用する力を測定します。具体的には、「読解力」文章や図形
を理解し、評価し、活用する力。
例えば商品の取扱説明書を読み、問題が起きた時の解決方法を考える、又、ホテル
などにある電話のかけ方の説明を読んで、指定された相手に電話をかけるにはどのよ
うに操作したらよいかを答えるなど。「数的思考力」は、数的な情報を活用し、解釈
し、伝達する力。
例えば、商品の成分表示を見て、許容摂取量を答える、又、作成中の伝票を見て、
商品の売上げ金額を答えるなど。［ＩＴを活用した問題解決力」はコンピューターや
ウェブ等を使用して必要な情報を収集し、評価し、他の人とコミュニケーンをはかり、
与えられた課題を解決する。例えば、指定された条件を満たす商品をインターネット
で購入する、複数の人のスケジュールを調整したうえで、インターネットでイベント
のチケットを予約する。又、指定された条件を満たす商品をインターネットで購入す
るなど。この３分野についての調査を行います。また、対象者本人について尋ねる「属
性調査」も併せて行います。
属性調査とは、調査員の質問に回答する面接方式で実施します。「成人力」に影響
を及ぼす要因が何か、又、「成人力」の差が個人にとってどのような影響を及ぼすの
かについて検証する為、調査の始めに対象者本人について尋ねます。

例えば学歴、職歴、収入、学習活動への参加状況などについて尋ねます。
調査は本年８月から平成２４年１月の間に実施することとしています。結果は平成
２５年度に公表を予定しています。
ロータリーについてですが、今日は情報集会がありますので、多数の参加をお願い
します。６日からは、インターアクト委員会の事業の一つであります海外研修があり
ます。中野君、宜しくお願いします。
今月は会員増強および拡大月間です。今日、植田君の弟さんが理事会の一次審査を
パスしましたが目標の四人まであと二人です。一人でも多く入会して頂かないとクラ
ブの運営に支障がきたします。皆様のお力が必要ですので、協力をお願いします。

上田

理事会報告

正義

幹事

決議事項
(1)秋の家族会について

10 月 4 日～5 日

宮城・山形方面

承認

・・・・・・・・ 別紙参照

承認

10 万円

承認

大東市民まつり協賛金について ・・・・・・・・・ 5 万円

承認

・・・・・ 20 万円

承認

(2)青尐年奉仕

・・・・・・

剣道大会決算報告について

野球大会について ・ ・・・・・・・・・・・
(3)社会奉仕

薬物乱用防止キャンペーンについて

(4)2010～2011 年度の決算報告について ・・・・・・・・・・
(5)事務局夏休みについて

別紙参照

承認

8 月 12 日（金）～8 月 18 日（木） ・・・・ 承認

(6)その他
・RI2660 地区 IM3・4 組 GSE スリランカチーム受入について

・新入会員について

・・・・ 11 月 9 日（水）奈良デー

承認

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 植田直平氏

承認

・大東市こども会育成連絡協議会 50 周年協賛について
・社会奉仕委員会・国際奉仕委員会

・・・・ 1 万円

承認

東日本震災地メーキャップについて

塩釜東 RC にメーキャップ 義援金をお願いしたい ・・・・ 承認
・大東青年会議所 40 周年お祝について

・・・・・・・・・・・・ 2 万円承認

８月のお花
８月の誕生花は、夏の花の代名詞であります「ひまわ
り」を生けさせて頂きました。ご存知の通り、太陽に
向って方向を変えながら咲く事から「向日葵」と書か
れます。一途に恋し思い続ける女性の化身とも表現さ
れることから、花言葉は「あなたを見つめる」と言わ
れております。絵画の世界でも、ゴッホやモネなどが
ひまわりを主題として描いており、現在はゴッホのヒ
マワリ、モネのヒマワリとして触れる事の出来るヒマ
ワリとして市場に出回っております。

先週の卓話

ＲＩ第２６６０地区ＩＭ３組ガバナー補佐
三 村

雄 太郎

氏

ＲＩ会長のテーマ「こころの中を見つめよう・博愛を広げるために」
そして３つの強調事項
１、家族
２、継続
３、変化
３つの優先項目
１、クラブのサポートと強化
２、人道的奉仕の重点化と増加
３、公共イメージと認知度の向上

を発表されました。

ＲＩ第２６６０地区ガバナーテーマ「見直しをすすめ・新たな第一歩を」、です。
強調事項はＲＩ会長の３つの優先項目の他に４番目として未来の夢計画を追加さ
れました。
「ロータリーの友」７月号Ｐ５Ｐ１４～１５にＲＩ会長のお話。
ガバナー月信７月号Ｐ１～２に岡部泰鑑ガバナーのお話が掲載されております。

また、ガバナー公式訪問の際、ガバナーより詳しくなされると思います。
ガバナー補佐の役割（手続要覧による）は、地区レベルで任務を遂行し、指定され
たクラブの管理運営に関しガバナーを補佐する責務を担う。とあります。
要は地区とクラブをつなぐ役目と「効果的なＲＣとなる為の活動計画の指標」によ
るクラブ目標達成の手助けするのが責務であると認識しております。
指標の中には
①会員 ②奉仕プロジェクト ③ロータリー財団 ④指導力の育成 ⑤広報
⑥クラブ管理運営の設問があり現状のクラブ運営や活動計画について方針を述べ
なければなりません。

①会員
会員増強については各クラブ、毎年最重要課題として取り組んでおられるのが現状
です。
２３年３月の統計では全国３４地区２３０８ＲＣ９０４１７名
２６６０地区では８４ＲＣ３７４０名です。
今年７月１日付けで大阪住吉ＲＣ、大阪住之江ＲＣ、大阪阿倍野ＲＣが合併し大阪
手塚山ＲＣとして発足しました。したがって当地区は８２ＲＣになりました。
岡部ガバナーは、会員増強は重要課題であるが、今年は純増何名といったような目
標は立てずクラブ拡大を図っていきたい意向。
「ロータリー活動の新たな第一歩」を発表された大綱に
１、新クラブ設立の必要性
２、地区ガバナー主導 ３、新クラブの基本構想
４、会員と例会 ５、会員募集などです。
基本的に会員に負担のかからない低コスト、モーニング例会、梅田ターミナル近辺
年齢、性別、国籍など問わない、大阪市内全域とするなど若い人をターゲットにし
たクラブ拡大を模索しておられます。
６月４日大阪科学技術センターで行われた『地区会員増強セミナー』で、東京城单
ＲＣ松下昌夫氏が同様のクラブを設立活動しておられ、その講演がありました。
またその会場で会員増強に実績のあった５クラブの会長、増強委員長さんから実績
発表がありました。
参考になった例
＊増強委員長まかせはダメ。
＊クラブの中で増強に熱心で、熱意のある人を選任する。
そして継続的に任にあたってもらう。馬にムチ打つ人が必要だ
＊増強委員会で増強年間
スケジュールを作りグループ分けし、月一回同テーブルに着き、それぞれグルー
プ内の意見交換をする。
＊早期退会防止対策として入会式を厳粛にそして親しみを込めて行う。
会長、紹介者と３人で入会写真撮影などする。
②奉仕プロジェクト
『未来の夢計画』で補助金制度が２０１３～１４年度(平成２５年～２６年度)大き
く変わります。
２０１０～１１年度にパイロット地区全世界１００地区日本６地区選びスタート
しました。根幹は「プログラムの簡素化」と「地区裁量権の拡大」です。

補助金システムの柱は小規模補助金を対象にした「新地区補助金」と「グローバル
補助金」の２種類になりました。裁量権の拡大とは今までＤＤＦの２０％使用可能裁
量権が最大５０％まで増大する事になりました。３年前の年次寄付額の５０％と恒久
基金の運用差額の５０％を加算した額です。
③ロータリー財団
財団支援ですが今年は一人当たり１５０＄の寄付をお願い致します。
そして米山記念奨学会には一人当たり２万円を、ポリオ撲滅に一人当たり３千円の
ご寄付を出費ご多端な時期ですが何卒よろしくお願い致します。
岡部ガバナーはご自身の年度でこのポリオを終結させたい意向をお持ちです。
ポリオ発症情報は２００８年全世界で１６３３名、２００９年は１００８名、２０
１０年は３４９名(毎年６月１５日データー)と後一息です。
このポリオ撲滅運動についてドキュメント番組としてテレビで放映されます。
７月１８日テレビ大阪で開局３０周年記念協賛事業としてインドにおけるポリオ
ワクチン接種活動状況です。ぜひご覧ください。

④指導力の育成
入会歴も古く経験豊富なリーダーを置き、入会間もない若い人たちに、ロータリー
を理解させクラブに融和させ立派なロータリアンに育て上げて頂きたい。
その様な指導者の育成してほしい。
東日本大震災支援について
最後になりましたが避けて通れないのが東日本大震災支援であります。
６月末現在全国からの義援金は約９億９千万円余りで全国のガバナー３４名から
成るガバナー会が管理し使途について検討されております。
このうち４月４日から１５日にかけて次のように送金されました。
地区
地域
送付義援金額(円)
２５００
北海道東部
8,000,000
２５２０
岩手・宮城
50,000,000
２５３０
福島
30,000,000
２５５０
栃木
5,000,000
２７９０
千葉
15,000,000
２８２０
茨城
10,000,000
２８３０
青森
5,000,000
計
１億２千３百万円
ガバナー会はロータリーらしい支援活動として
①公正にして②建設的であり③暖かいプログラムであることを視点に
１、災害遺児の教育環境支援プログラム
２、ファイブ・フォー・ワン・クラブプログラムを検討されております。
１は、中学・高校・大学・専門学校生への奨学金支援
２は、非被災５クラブが一つのグループを作り、被災１クラブを物心両面で支える
プラグラムの展開。

当２６６０地区は約８千万円余りをガバナー会に送金しました。そして当地区独自
に『災害支援プログラム』を立ち上げられました。
役職と氏名はガバナー月信７月号Ｐ２２に掲載されております。
とにかく３年を目途に今のようなや支援活動をして、その後は支援活動方法も変わ
ると思われます。
７月６日付で岡部ガバナーよりクラブ宛に「寄付金募集のお願い」と「寄付金継続
募集趣意書」が送付されております。前回同様、一人一万円以上の義援金をよろしく
お願い申し上げます。長い目で暖かく見守っていきたいと思います。
大変とりとめもない話しでしたが、それぞれご検討いただき本年度素晴らしいご活
動下さいます事をご期待申し上げ卓話を終わります。
ご清聴ありがとう御座いました。

十勝岳

：

標高

2077m

百名山 8／100

十勝岳（とかちだけ）は、北海道の中央部の
上川管内の美瑛町・上富良野町、十勝管内の
新得町にまたがる標高 2,077m の活火山。大
雪山国立公園内の十勝岳連峰（十勝火山群）
の主峰である。日本百名山及び花の百名山に
選定されている。
十勝川（トカプチ）の源流であることが、山
名の由来とされている。山頂の西北西の前十
勝にある 62-?火口からは盛んに噴煙が上が
り、山頂付近は火山灰に覆われている。十勝岳避難小屋と山頂の中間には昭和火口、西の三段
山の南には安政火口がある。

幌尻岳

：

標高

2052.8m

百名山 9／100

幌尻岳（ぽろしりだけ）は、北海道、日高山
脈の主峰で標高 2,053m。アイヌ語でポロシ
リは「大きな山」の意である。日本百名山に
選定されている。
標高は従来 2,052m とされていたが、2008
年（平成 20 年）
、国土地理院により 2,053m
に改定された。
1,300 万年前の造山活動で生じた。山体上部
には第四紀の氷期に形成されたカールが認
められ、2007 年、日本の地質百選に選定された（
「幌尻岳の七つ沼カール」
）
。
ナキウサギ、クマゲラ等が生息している。
二風谷地域などでは遠くから目立つ道しるべ的役割を果たしていたため古くからカムイとして
祀られていた。

