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「識字率向上によせて」 

     会員 奥田 歓信 

国連統計（2012）に学校に通えてない子ども 5800

万人、読み書きができない大人は 7 億 8000 万人 

と報告されています。 

パキスタン政府軍とタリバン民兵との内紛によ

り、女の子には教育を受ける権利を認めないタリバ

ンによって 2012年 10月 9日下校中のスクールバス

（トヨタ・タウンエースのトラック）が銃撃されマ

ララ・ユスフザイさん 15 歳は重傷になり 2 日後に

英国の病院で手術を受け一命を取りとめました。翌

年の 16歳の誕生日 7月 12日の国連演説の締めくく

りに「一冊の本、そして一本のペンが世界を変えら

れるのです。教育以外に解決策はありません。教育

こそ最優先です。」と述べております。 

さらにその翌年の 10 月ノーベル平和賞受賞時の 

 

スピーチでは「武器より一冊の本をください」と強

烈な言葉が世界中をめぐりました。今、地球上では

現実に起こっていることなのです。 

翻って、我が国では、江戸中期より、藩校・郷学・

寺子屋などが、寛政の改革以降急増し、幕末にはそ

の数 28,000 校に達しており、明治 5 年の学校制改

革で国民皆学を目的として、全国に 8 大学、256 の

中学、その 3 年後の明治 8 年には、小学校数 24,225

校が編成されております。 

私達の先人は、すごい文化を築き素晴らしい伝統

を残して下さいました。先人のおかげに感謝しつつ、

この伝統をしっかりと守り続け、次代を荷う若人を

責任を持って育てなければなりません。 

最後にマララさんは「全ての人に教育をほどこす、

それがタリバンと戦う上で最善の方法です」と結ん

でおります。 

２０１４－１５年度 

国際ロータリー会長 

ゲイリーＣ．Ｋ．ホァン 

 

第 2650 地区ガバナー 

北河原 公敬 

会長(理事) ·········· 小野 富造 
会長エレクト(理事) ·· 岩橋 忠昭 
直前会長(理事) ····· 杉﨑 則夫 
副会長(理事) ······· 薮下 清三 
幹事(理事) ·········· 吉田 武雄 
クラブ管理(理事) ···· 渡辺 剛士 

(理事) ··· 横尾 浩志 
広報(理事) ·········· 川勝 裕之 
会員増強(理事) ····· 平野 俊雄 
 

第２６５０地区 
ガバナー補佐 
 中村 翠嵐 
財団資金推進委員会 
委員長 本田 修造 

米山奨学委員会 
委員 岩橋 忠昭 

インターアクト委員会 
委員 福留 幸一 

ﾛｰﾀﾘｰ財団(理事)···· 福留 幸一 
ﾛｰﾀﾘｰ情報(理事)···· 中村 翠嵐 
親睦活動(理事) ····· 小森 直之 
Ｓ．Ａ．Ａ．(理事) ···· 森里 秀夫 
職業奉仕(役員) ····· 岸  弘祐 
社会奉仕(役員) ····· 坂田  均 
国際奉仕(役員) ····· 安澤 英治 
青少年奉仕(役員) ·· 中塚  浩 
会計(役員) ·········· 竹之内米貴 

副幹事 ········· 郡  正樹 
副幹事 ········· 上村 承生 
副幹事 ········· 松下 明史 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 松井 信五 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 村田 好謙 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 中島 陽子 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 佐々木虚室 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 橋本 幸司 
副会計 ········· 山本 眞也 

 

-識字率向上月間- 

本日の例会 ライトランチ 

開会点鐘 〔１２：３０〕 

ロータリーソング♪友ら集いて 

会長挨拶 

来客紹介 

幹事報告 

‐新入会員スピーチ 

会 員 谷口 浩三君    

会 員 山田幸一郎君 

閉会点鐘 〔１３：３０〕 

本日の会合 

クラブ創立５０周年記念準備検討委員会  例会終了後「平安の間」 

 
 

 

 

 

前回例会報告 

会員数 78（31）名 出席者 59（21）名 ビジター 1名 
 ( )は出席率除外会員 出席率 86.8％ ゲスト 1名 
第 2277回出席率  98.53％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 

次週の例会 ３月２４日（火） 於：東館４Ｆ「葵殿」 

-スピーチ- 

「子どもの幸せ-いろいろな場で出会った子どもたち-」 

 子供地球基金会員 HEA ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ代表 足立英子様 

  

次週の会合 

第４回次年度理事・役員会 例会前 11：00～「平安の間」 

後期ｸﾗﾌﾞ戦略策定委員会  例会終了後「平安の間」 

京都東山 RAC‐ﾛｰﾀﾘｱﾝ卓話‐19：30～「京都ﾀﾜｰﾎﾃﾙ」  

 清水泰博会員「塗料と色彩について」 

 

 

２０１５年３月１７日 第２２８０回例会 WEEKLY BULLETIN ４７－３４ 

愉しもうロータリータイム（機会）  

育もうロータリーハート（精神） 

MEETING ON TUESDAY 12:30 
THE WESTIN MIYAKO KYOTO 
Sister Club：Hsin-Chu, Taiwan 

Kanazawaminami 
 



 

 

幹 事 報 告  
■ロータリーの行動規範改訂 

ガバナー事務所より、3月 9日付けで下記の通知が届き

ました。 

（前略）「ロータリーの行動規範」は以前、「ロータリア

ンの職業宣言」と呼ばれていたもので、2010年 9月のRI

理事会において「ロータリーの行動規範」として名称およ

び内容が変更されましたが、2014年 1月理事会、2014

年 10月の RI理事会において再度改訂されましたので

お知らせいたします。（後略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上、宜しくご周知頂きますようお願い致します。 

 

Ｒ Ａ Ｃ 報 告  
【3/10（火）ＲＡＣ例会】  

中村( )ＲＡ副委員長、山本、福川同委員、松下、橋本、

岸、佐々木、川勝会員が出席されました。 

ごくろうさまでした。 

 

同 好 会 情 報  

軽音楽同好会 4/14（火）21：00～ 

「スタジオ 246（四条大宮）」 
 

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜３/10＞ 

ロータリー財団 累計949,180円 

＄１００万ランチ差額寄付 計69,620 円 

 計10,000 円 

先日の祝賀会には、多くの会員の皆様のご臨席を賜り

有難うございました。 中村（翠）君 
 

米山記念奨学会 計 10,000円 累計 753,000円 

先日の祝賀会には、多くの会員の皆様のご臨席を賜り

有難うございました。 中村（翠）君 
 

ニ コ ニ コ 箱 計 54,100円 累計 2,299,100円 

お世話になります。 西 RC 上田哲次様 

米山奨学生張静楠さん、ご卒業おめでとうございます。

 今井君、西尾君、小山君、岩橋君、川勝君、谷口君 

本日クラブ管理フォーラムよろしくお願いします。 

 渡辺君 

“クラブ管理フォーラム”担当渡辺委員長、本日はごく 

ろうさまです。 小坂君、竹之内君、横田君 

 城山君、小森君、村岡君 

中村翠嵐氏、祝賀会盛大でおめでとうございました。 

 奥田君 

誕生日自祝。 山本君、横尾君、井上（勝）君、中島君 

家内誕生日自祝。 井上（勝）君 

結婚記念日自祝。 薮下君 
 

希望の風奨学金 計 109,000円 累計 324,000円 

渡辺さん、本日はフォーラムご苦労様です。 小野君 

一助に。 吉田（良）君、磯田君、横田君、稲本君 

 中村（翠）君、渡辺君、今村君、坂田君 

 戸田君、中村（弘）君、横尾君、平野君 

 吉田（武）君、布施君、谷口君、山田君 

 松下君、 、中島君、奥田君 

 

３/１８ 京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ 「iＰＳ細胞研究所の現状と課題」  京都大学 iＰＳ細胞研究所 大学 所長/教授 山中伸弥氏 

] 

」」 

（水） 京 都 西北 ら ん ざ ん 「日本の素晴らしい出会いと思い出」  米山奨学生 ゲェン、ガー ティ タン氏 
 京 都 北東 ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾌ゚ﾘﾝｽH 「クラブ・デー」 
 京都嵯峨野 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「保険よもやま話」  会員 山本隆嗣氏 
 京 都 朱雀 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「琳派 400 年」  株式会社京都新聞社 論説委員長 山中英之氏 

３/１９ 京 都 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ メンバースピーチ 「未定」 会員 西村七兵衛氏、「南の風に助けられて」 会員 西村信行氏 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「メンタル疾患は、なぜ長期化するのか？」  みゆきクリニック 院長 塙美由貴氏 

 京 都 洛北 京都Ｈｵー ｸﾗ 「阪神タイガースのすべらない話」  フリーライター 元デイリースポーツ虎バン記者 楊枝秀基氏 
 京 都 洛東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「松下幸之助のサービス哲学」  PHP 研究員 客員・松下社会科学振興財団評議員 谷口全平氏 
 京 都 桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H クラブ・デー 第 8 回クラブ討論会 
 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ 「企業における地域防災とＢＣＰ策定について」  ㈱カスタネット 代表取締役社長・社会貢献室長 植木 力氏 
 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 「幸福度を上げて輝いて生きる」  DoDonet ドゥドゥネット代表 ステップＵｐカルチャースクール守口副理事長、パワーアート アーティスト 河原有伽氏 
 京 都 西山 H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ 「岡部ピアニスト送別例会」 

３/２０ 京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H -イニシエーションスピーチ-「珠数よもや話」  会員 神戸良司氏 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ -新会員スピーチ-  会員 川手直子氏、会員 神山円三氏 

 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「未定」  Ｋ１選手 藤本祐介氏 
 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 春の同伴例会のため、例会変更  ＊ビジター受付はございません 

３/２３ 京 都 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「世界がみる日本仏教」  妙心寺退蔵院副住職 松山大耕氏 
（月） 

 

京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「一休和尚の禅について」  真珠庵 住職 山田宗正氏 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「歯科界から世界への奉仕と心遣い」  グローバル補助金奨学生 池田恵莉氏 
 京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H★ 「英会話不要論」  公益財団法人 京都鴨沂会 代議員 西尾 斉氏 

３/２４ 京 都 西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「日本映画と小道具」  ㈱髙津商会 代表取締役社長 京都西ＲＣ会員 髙津博行氏 
（火） 京 都 洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「京都市屋外広告物適正化推進の取組」  京都市都市計画局 屋外広告物適正化推進室 広告物法的措置課長 橋本勝喜氏 

 京 都 洛南 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 『新しい広告・マーケティング「アイディアで勝負、地域のクリエイティブ」』  （有）ｱﾄﾞｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ、㈱SPRING 制作部門担当 高橋泉好氏 
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30 

『ロータリアンの行動規範』 
 

ロータリアンとして、私は以下のように行動する。 
 

1. 個人として、また事業において、高潔さと高

い倫理基準をもって行動する。 

2. 取引のすべてにおいて公正に努め、相手と

その職業に対して尊重の念をもって接する。  

3. 自分の職業スキルを生かして、若い人びとを

導き、特別なニーズを抱える人びとを助け、

地域社会や世界中の人びとの生活の質を高

める。 

4. ロータリーやほかのロータリアンの評判を落と

すような言動は避ける。 


