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国際ロータリーのテーマ
ロータリーは世界をつなぐ
（インスピレーションになろう）
2660 地区のテーマ
Stand By You
（～あなたと共に～）
池田ロータリークラブのテーマ
はぐくもう！
ロータリーの友情

ikeda-rc@amber.plala.or.jp

2018～2019 年度ＲＩ会長バリー ラシン
RI 第 2660 地区ガバナー四宮 孝郎
■会長 近藤 秀一 ■副会長 林 功
■副会長 奥村 昌也 ■幹事 名村研二郎 ■副幹事 橋本 昌也
■親睦委員長 北林 寛崇
■広報･会報担当 福林

2019-20 年 会長

近藤

秀一

9 月は基本的教育と識字率向上月間です。
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)が約 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 万人
以上(15 歳以上の 6 人に 1 人)います。貧困の原因ともなるそうした状
況を改善するため、ロータリーでは学校を造り、図書を贈り、さらには
教師を育てるなど、世界各地で活動を行っています。
識字率というのは、ある国または一定の地域で、文字の読み書きがで
きる人の割合のことで、ユネスコでは、「15 歳以上人口に対する、日
常生活の簡単な内容についての読み書きができる人口の割合」と定義し
ています。上位の国を見ると北朝鮮、キューバ、エストニア、ラトビア
など軒並み先進国でないような国が並んでいます。一方、米国、ドイツ、
イギリス、フランスなどの先進国は日本と同じく 99.0%で 23 位です。
首を傾げたくなる数字です。これは以下のような理由によるものと考え
られています。
・識字率の定義が国によりまちまち。
・識字者であるかどうかの判定基準は、調査対象者の主観に基づくこと
多い。
・各国の調査結果が国の体面を保つために国際機関に正しく報告されて
いない。
江戸時代の日本では江戸の識字率は 70％を超えていたと言われてい
ます。同時期のロンドンの識字率は約 20％、パリの識字率は約 10％未
満であったため、江戸の識字率の高さはずば抜けていたようです。これ
を支えていたのが教育機関、特に庶民のために開かれていた寺子屋で
す。
1945 年日本が第２次世界大戦で敗戦した後、米国の GHQ(General
Headquarters: 総司令部)は日本を民主化しようとしました。その時
GHQ は漢字が日本国民の間での情報の共有を妨げ、民主主義促進の妨
害になると判断し、漢字を廃止してローマ字表記に変更しようとしまし
た。実行するにあたり識字率の調査を行った結果、日本人は 97.9%と
いう高い識字率を持っていることが判明し、その結果に GHQ は驚き、
結局漢字のローマ字化を断念しました。

慎二

プログラム
開会・点鐘
ロータリーソング
シェイクハンド
ゲスト＆ビジター紹介
ニコニコＢＯＸ
会長挨拶
幹事報告
出席報告
本日の卓話

本日の卓話
「池田くれはＲＣとの
合同例会」
場 所

：池田市民文化会館
3 階イベントスペース

例会時間：18：30～19：30

卓話者：冨田裕樹池田市長

本日の卓話

四つのテスト

１ 真実かどうか

✤幹事報告✤
名村

２ みんなに公平か
✤ニコニコ BOX✤

研二郎

プログラム担当
ニコニコ 担当

幹事

（地区より）
① 2019－20 年度クラブスローガン
送付のお願い

野村

（近藤会長、名村幹事）
② 9 月度ロータリーレートのお知らせ
（1 ドル 106 円）
（会員各位）
③ 移籍（または元）ロータリアンを受け入れ
る場合の扱いについて
（近藤会長）
④ 「長崎・佐賀豪雨災害（令和元年 8 月豪雨）」
義捐金のお願い
（近藤会長、名村幹事）
（公益財団法人 米山梅吉記念館より）
⑤ 賛助会ご入会のお願い
（近藤会長、米山委員会(長)豊田会員、
会員各位）

幸田
宮田

伸明
雅章

会員
会員

正勝

様（箕面千里中央ＲＣ）
：本日は、9 月 14 日（土）
午後 2 時より開催します職業
奉仕としての講演会のご案
内に参りました。
近藤 秀一会長：野村さん、お久しぶりです。
その節はお世話になりまし
た。ありがとうございました。
徳永 昭夫会員：長寿祝いをいただいて。
橘高又八郎会員：野村先生、ようこそ
池田ＲＣへ。
吉岡
崇会員：本人誕生日、結婚記念日、
ダブル受賞です！！
林
功会員：前回欠席のお詫び。
暮部 光昭会員：結婚記念日の品を頂いて。
田中 孝史会員：欠席のお詫び。
柴田 宜孟会員：早退のお詫び。
福林 愼二会員：卓話当番です。
ダイハツ輸送の宮本社長に
お願いしました。よろしく
お願いします。
名村研二郎会員：結婚記念日の品を頂いて。

✤出席報告✤
出席報告

橋本

昌也

会員

○会員数 30 名
○出席数 26 名
○出席率 86.67％
○前々々回 89.66％（8 月 7 日）
メーキャップ
橘高 又八郎

（8/１

池田 RAC）

✤お客様紹介✤
SAA 岸上
宮本
戎
野村

隆
大輔
正勝

宏司

会員

様（ダイハツ輸送(株) 社長）
様（ダイハツ輸送(株)）
様（箕面千里中央ＲＣ）

３ 好意と友情を深めるか
✤お祝い✤
会員誕生日：
吉岡 崇

４ みんなのためになるかどうか
✤前回の卓話✤

S27.9.7

宮本

隆 様

（ダイハツ輸送（株）社長）
結婚記念日：
吉岡
崇
暮部 光昭
名村研二郎

S55.9.14
H10.9.92
H13.9.22

ダイハツ新車輸送の御紹介
～新車の工場から販売店までの陸・海・鉄道の旅～

敬老の日お祝い
中山
賢 会員
加茂
守 会員
徳永 昭夫 会員

① ダイハツ輸送は、ダイハツ商品車の輸送専門会社と
して昭和４６年１２月に設立され、今年で４８周年
を迎えます。全国４７都道府県、５９のダイハツ販
売会社へ年間６２万台の新車を輸送しています。
② 輸送は、陸上（キャリアカー）・海上（自動車運搬
船）・鉄道（貨物列車）の３つの手段を用い、全国
のダイハツ販売会社へ「安全・安心」に商品をお届
けしています。

池田ＲＣのテーマ「はぐくもう！ロータリーの友情」

⑤ 輸送以外の当社の主な事業のＰＤＩ（Pre Delivery
Inspection の略）は、ここ池田市と大分県中津市の生
産工場内にＰＤＩ専用の建屋を設け、２ヶ所合せて月
間約３,０００台のダイハツ新車への納車前点検、ﾃﾞｨ
ｰﾗｰｵﾌﾟｼｮﾝの取付けを行っています。販売会社での人
手不足もあり、今後ますます当社ＰＤＩ活用のニーズ
が高まってきています。

③ 陸上輸送の法規制として、「長さ」と「高さ」の制
限があります。その１つの「長さ規制」においては、
陸送業界の粘り強い行政への働き掛けにより、今年
１月の法規制緩和で全長１８メートルまで可能とな
りました。これにより１回当りの積み台数が増え、
トータルの運行便数の低減などドライバーの負担軽
減につながっています。

④ 販売店のレイアウト、スペースに制約があり、キャ
リアカーで路上での荷降しをせざる得ないケースも
あります。ドライバーの命に関わる問題である為、
販売店敷地内で作業ができる環境に切替え
ていくことが陸送業界の大きな課題です。

池田ＲＣのテーマ「はぐくもう！ロータリーの友情」

9 月スケジュール

義捐金ＢＯＸ
4

水

3147 回例会

9

月

3148 回例会

8月28日残高

池田くれはＲＣとの合同例会

9月4日分

162,156 円
860 円

（文化会館 18：30～）
11

水

休会（9 日の振替）

18

水

休会（祝日週）

25

水

3149 回例会

163,016 円

ポリオプラス基金

8月28日点残高

3,163 円

9月4日分

561 円

残高

3,724 円

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
奉仕の理想

ニコニコ箱の累計
9 月 4 日現在

奉仕の理想に集いし友よ
御国に捧げん我等の業
望むは世界の久遠の平和
めぐる歯車いて輝きて
永久に栄えよ
我等のロータリー
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

276,500 円

9 月 25 日（水）例会

「池田市政 80 周年
に寄せて（後編）」
卓話者：

倉田 薫 様
（前池田市長）

担

永田

当：

大介

会員

