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本日の例会 （第 707 回例会） 

2012 年 3 月 29 日(木)18 時 30 分  

場所：ホテル第一堺 

司司司司            会会会会  中井 昭宏 SAA 

開会点鐘開会点鐘開会点鐘開会点鐘            吉川 美幸 会長    

ロータリロータリロータリロータリーーーーソングソングソングソング斉唱斉唱斉唱斉唱    

    「堺フェニックスロータリークラブの歌」 

おおおお客様客様客様客様紹介紹介紹介紹介        京谷 知明親睦委員長     

会長会長会長会長のののの時間時間時間時間        吉川 美幸会長  

出席報告出席報告出席報告出席報告                中井 崇嗣副 SAA 

委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告  

卓卓卓卓    話話話話       堺市税務署長 佐々木 信五様 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告            田辺 弘樹幹事  

SAASAASAASAA 報告報告報告報告            河野 強副 SAA 

閉会点鐘閉会点鐘閉会点鐘閉会点鐘            吉川 美幸会長 

次回の例会予告 （第 708 回例会） 

2012 年 4 月 5 日(木)18 時 30 分  

場所：ホテル第一堺  

各種お祝い      

卓話 元米山奨学生 曲 航平 様    

    

;:*;第１０回理事役員会 第４回次年度理事役員会;:*;

次々回の例会予告（第 709 回例会） 

2012 年 4 月 8 日(日)場所：ビッグアイ   

 第 2640 地区 地区大会 

    地区スローガン『笑顔で握手』 

３月２７日 お客様ご紹介 
大阪ロータリークラブ 平岡 龍人様 

初芝立命館高等学校 I.A.C. 

川本 秀樹先生 三宅 啓太君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会は  

 

卓話 「税務について」 

堺市税務署長堺市税務署長堺市税務署長堺市税務署長        佐佐佐佐々々々々木木木木    信五信五信五信五    様様様様 

 

 

例会終了後 ホテル第一堺 １階喫茶

内藤 絵梨奈会員の歓迎会を行います。
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[[[[唱和唱和唱和唱和]]]]    

Reach Within to Embrace Humanity 

「こころの中を見つめよう 博愛を広げるために」 

 

 

 

 

会長の時間                  会長 吉川 美幸 

 

皆さんこんにちは 

今月は、識字率向上月間です。 

皆様、書き損じのはがき等、ご協力宜

しくお願い致します。 

御存じの様に、ロータリーでは、６つ

の重点分野がありますが、識字率向上は、その中の一つです。 

ロータリーは、すべての人々の為の教育と、識字率向上を推進して

行きます。それには、 

１つ、子供たちが、質の高い基本的教育を受けられるようにする。 

２つ、教育における性別格差を縮める。 

３つ、成人の識字率を高める。 

４つ、基本的教育と識字率向上を支えていく地域社会能力を高める。 

５つ、基本的教育と識字率向上にかんする研究を支援する。 

と、ちょっと難しく書かれています。 

が、私がロータリーに入ってすぐの時に、先輩方に教えて頂きまし

た事を申し上げます。 

今、私達は、目で見る情報・文字から見る情報で生活していると言

っても過言ではありませんし、生活水準は、どれだけ情報を集めれ

るかにかかっているとも言えます。 

例えば、文字が無いとか、読めなかったとしましょう。 

同じ稲を育てて、お米を作る時にでも、知っているかどうかで、す

ごく差が出ると思います。文字が読めなかったら、人から人への伝

授は、口から口へ、伝えるしかありません。 

人から人への伝えだけでは、少しずつの人数しか伝えられませんの

で、非常に長い年月がかかります。害虫駆除の仕方一つとっても、

知識があるかどうかで、収穫できる、お米の量も変わってきます。 

不作が続くと、餓死する人や、体力がなくなって、疫病に侵された

りもしますし、生命に直結し、国力にも影響します。 

そして、世界の事も、自分の国の事も、わからなければ、人口問題

や、進むべき方向もわかりません。 

家族計画（避妊）の意味や、重要性がわからず、食べるものが無い

のにどんどん人口が爆発的に増加して、衛生状態も悪く、子供の命

が失っていったりします。地球規模でみると、均衡が保てなくもな 

 

 

 

 

 

 

る事も考えられます。 

識字率の向上は、全ての人たちが、基本的に幸せに生活できる為、

人類全体の平和の為にも非常に重要な事だと教えて頂き、その大切

さを私なりに理解しました。 

国連には、字が読める事は、幸福になる為の主要な構成要素で、経

済発展や、生活の質の指標として用いられています。 

その国が、先進国であるか発展途上国であるかを判断するうえで重

要な要素とも書かれています。 

少し、国連がだしている識字率を調べましたので、お話しします。 

識字率は、１５歳以上の方々の中で、字が読める人がどれだけいる

かとの割合です。 

字が読めるかどうかの基準は、各国バラバラで、アルファベットが

読めれば、それでОＫと言う国もあれば、自分の名前を書ければい

いとする国、日本の様に、義務教育を受けたかどうか（就学率）を、

識字率としている国とさまざまです。ので、厳密とは言えませんが、

国連が発表しています。 

世界の１９４ヶ国の中で、今回の統計は、１７９ヶ国でとられてい

ます。日本はどの位だと思われますか？なんと、日本の識字率（就

学率）は、９９％です。学校に行っていない人が、１％おられるこ

とに驚きです。１７９ヶ国の中の順位で言いますと、以外と、２１

位でした。２１位は２６か国もありました。 

1位は、長寿国で有名な、グルジアという国です。２位から、２０

位までの中には、聞いたこともない国も入っていますが、日本が、

その知らない国の、ずっと後にきているのにもびっくりしました。 

統計の取り方は、まちまちである事は、いがめませんが、識字率

の向上を目指している事は、平和を願う事を意味している事と思っ

ています。 

私達は、これからも世界の平和を願って、今後も識字率の向上を目

指して出来る事を頑張っていきたいと思います。 

私達、堺フェニックスは、５月に、タイのホアヒンの図書館の竣工

を見に行きます。少しでも子供たちがいい環境で本を読める様に、

少しでも役にたてるのではないかと思って、楽しみに皆で行きたい

と思っています。 

これで、会長の時間を終わります。    

ロータリーソング斉唱   『四つのテストの歌』 『インターアクトクラブの歌』 



 

 

    

 

 

 

 

初芝立命館高等学校 活動報告   顧問 川本 秀樹先生 

 

いつも初芝立命館高等学校イン

ターアクトクラブへのご支援を頂

き、誠にありがとうございます。ま

た今月で堺フェニックスロータリ

ークラブ設立１５周年を迎えられ

ること、おめでとうございます。 

私は教員になって、今年で１７年

になります。学校教育は、基礎基本

の教科型の知識や、社会のマナーや

道徳を含む教養的な内容となり、必

要不可欠な学びでありますが、教室内、机上での学習が多いため、

生徒の頭・こころに残るかというと、深さや個人差がでてくると

感じます。 

大人も同じであると思いますが、生徒にとって、成功・失敗を

含めた経験を通じての学習が、効果をあげることが多いと思いま

す。ただ、そういった経験をともなう学びには、時間や費用や人

的なものが必要で、学校教育だけでは限界があると思います。 

つまり、ロータリアンの方がたが持っている人的・知識的・経

済的資源が、経験を通じての学びの「きっかけ」「機会」を可能

するのではないかと思います。例会でのインターアクターとロー

タリアンの交流や海外研修を支援していただくということが、経

験の「チャンス（機会）となり、そこでの体験が、インターアク

ターにとって自分は何をすべきなのかという方向性の「チャンス

（機会）」になると考えています。 

今後とも、将来のリーダー育成の一環として、インターアクト

クラブへのご支援をお願い致します。 

 

委員会報告 奉仕プロジェクト委員長 中野 一郎 
 

ミヤンマー国境近いホアヒン

にあるBaan Deng Scoolに図

書施設を建設中で間もなく完

成します。現地から送られて

きた写真を回覧しております。 

 

創立15周年をむかえて 
 

京谷 知明(チャーターメンバー) 
創立当初この会場にテーブル５つ置き50人近い会員と活気のある

例会を行った懐かしい記憶があります。奉仕の理念に基づき、土居

川･内川をはじめとする清掃美化活動や交通安全運動、また、ドナ

ーカードの配布や海外クラブとの国際交流の推進など、国内外を問

わず幅広い奉仕活動に取り組んで来ました。近年は地区行事に忙し

く以前のような地域と取り組んだ奉仕活動は出来ていませんが、全

員参加で出来る奉仕活動を行い、活気をクラブに戻せたらいいと思

います。 

岡田 正一(チャーターメンバー) 
私はクラブ行事の節目節目にご縁があり、５周年で会長、１０周年

では記念実行委員長、１５周年を迎えた今年は地区大会実行副委員

長を仰せつかりました。この大役を仰せ司るのも会員皆様方の支え

あっての事と深く感謝致しております。これからもクラブの為、地

区の為に役立てる様に頑張ります。４月７,８日地区大会コ・ホス

トクラブとして皆様ご協力をお願い申し上げます。 

 

幹事報告                                                                田辺 弘樹 幹事 

 

2012 年 4 月のロータリーレートは, １

ドル＝82円 

4月2日『地区大会記念ゴルフ大会』

の最終実施要項、組合せスタート表

の配布。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

在籍者      ２８名 出席者    ２０名 

出席計算会員   ２３名 欠席者     ６名 

出席免除者     ５名 免除出席者    １名 

先々週修正出席率 ８０．８％ 出席率  ７７．８ ％ 

3 月15 日(木)出席報告 

3月22日 ニコニコ報告      中井 崇嗣 副SAA 

平岡様ようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。

明後日の土曜日ちょっとしたパーティをします。私がワインや

シャンパンを選びました。栄養士や調理師達が是非皆さんにお

いで頂きたいと言っています。お時間が許せばおいで下さい。 

    吉川 美幸 会長 

初芝立命館高等学校インターアクトクラブの皆様ようこそおい

で下さいました。お楽しみください。    片岡 富美子会員 

三宅君！しっかりとした報告ありがとうございました。緊張し

ていた様子でしたが、立派な報告でしたよ！ 河野  強会員 

平岡龍人様ようこそ堺フェニックスへ。3月24日認知症セミナ

ーとして南大阪在宅医療講演会を開催します。その中で、ポリ

オ撲滅募金をさせて頂きます。I.A.C.の活動へのご協力に感謝。 

中井 昭宏会員 

堺フェニックスRC15周年を祝って。    田辺 弘樹 幹事 

 



 

 

ＲＩ Ｄ２６４０ 緊急医療体制委員会 中井昭宏 委員長 
 

南大阪在宅医療懇話会が平成２４年３月２４日にホテル第一堺に

て開催されました。今回のテーマは認知症について各専門職種の

方々のご講演でした。堺フェニックスロータリークラブと南大阪在

宅医療看護研究会と地区緊急医療体制委員会でお手伝いをさせて

頂きました。 

 

SessionⅠ 

座長 さくら訪問看護ステーション 管理者 貝山 香純 先生 

『新たなアルツハイマー型認知症の治療薬』 

       ナカイクリニック 院長 中井 昭宏 先生 

SessionⅡ 

座長 さくら訪問看護ステーション 管理者 貝山 香純 先生 

  『認知症患者に対する介護の工夫』 

          阪南病院 看護部長 永瀬 千鶴恵 先生 

SessionⅢ 

座長 熊取ファミリークリニック 院長 鈴木 一弘 先生 

   『認知症 診断と治療』 

   京都大学大学院医学研究科 脳病態生理学講座臨床神経学 

                臨床教授 西谷 信之 先生 

 

会に先立ち、堺フェニックスＲＣ 貝山香純会員よりロータリーの

ポリオ撲滅活動について説明があり、会場の受付にポリオ撲滅のポ

スターを展示し募金活動が行われていました。 

今回のテーマ『認知症』は、地域社会において確実に増加する認知

症について、認識を高め、認知症について学び、どう対応するか。

地域での奉仕活動の一助となると思いました。 

 

 

 

 

 

 
 
南大阪在宅医療懇話会に出席して 副幹事 中井崇嗣 
 

認知症をテーマにした南大阪在宅医療懇話会が平成２４年３月２

４日にホテル第一堺、ハウスオブフェニックスにて開催され、各専

門職種の方々にご講演頂きました。堺フェニックスロータリークラ

ブと南大阪在宅医療看護研究会が後援となり地区緊急医療体制委

員会と共にお手伝いをさせて頂きました。 

当クラブからは貝山香純会員が会の座長を務め、中井昭宏会員が

Session1 の演者を務められました。その他阪南病院の看護部長の

永瀬千鶴恵様、京都大学の臨床教授の西谷信之様がお話をされてい

ました。 

開会の挨拶を貝山香純会員が行い、ロータリーのポリオ撲滅活動に

ついて説明をしました。会場の受付にポリオ撲滅のポスターを展示

し内藤絵梨奈会員と私で募金活動を行いました。 

今回、認知症をテーマに取り上げられ、今後の地域社会において確

実に増加する認知症について、どうしていけばいいのか、地域のコ

ミュニテーをどうすればいいのか、現在のニーズについて考え、認

知症の認識とその対応について学ぶための良い機会となりました。 

 

 

長期交換奨学生 Ellen.brookes 

3月24日介護老人保健施設『真秀ら(まほら)』施設内覧会に参加し、高瀬さ

ん田辺幹事と神戸へショッピングに行きました。 

3月25日河野ご夫妻、高瀬さんと宝塚大劇場「雪組トン・カルロス」を観賞 

しました。その後はバスケットボールチームに参加したっぷり汗を流しまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリーのアイフォン（iPhone）用無料アプリケ

ーション（アプリ）を利用して、ロータリー・クラ

ブの所在地が検索できます。アップル社のアプリケ

ーション・ストアでは、「Rotary Club Locator from 

Rotary International」という名称となっています。 

Android機種でもダウンロード可能となります。      

                                                         

 ポリオ撲滅活動を広める  

「あと少し」の広告に自分

の顔写真を挿入してカス

タマイズしよう。 


