
2010~11・RIテーマ

2011年03月09日

（第2433回）

2011年03月12日

（第2434回）

◎ 会長の時間

例会日 出席 欠席 出席

03月02日 ３４ ９ 79.07％（会員４６名）（内免除者3名）

02月16日 ３６ メークアップ5名（83.72％）

前回例会（2432回）3/2の主な内容

本日のピアノ演奏曲目

１．ビギンザビギン ２．３月９日 ３．月光価千金

会長 橋本 泰明

「創立50周年記念式典リハーサル」

担当：会長・幹事

◎ 幹事報告 （三浦 均幹事 ）

「創立50周年記念式典・祝宴」

担当：会長・幹事

◎ゲスト紹介
山之上 紘一様 （中道会員のお客様）

◎お誕生日お祝い
辻村会員

◎結婚記念日お祝い
横尾会員 佐治会員 中道会員
吉川会員 正木会員

◎新会員ご入会 （橋本会長より入会の証とを贈呈）
廣瀬 彰久様 （事業所：社会福祉法人 優喜会）

「 はじめまして廣瀬彰久と申します。この度は阪口様の
ご紹介で伝統ある守口ロータリークラブに入会する事が認
められ大変光栄に思っております。私自身はまだまだ若輩
者でございますので、特に皆様方の御指導、ご鞭撻の程宜
しくお願い致します。」

今月は国際ロータリー特別月間の、識字率向上月間です。
ユネスコの推計によれば、世界で15歳以上の人たちのうち8
億人以上の人々が基本的な読み書き能力がなく、特にその
うち女性が64％以上を占めています。 この割合は1990年
以降ほぼ変わっていません。ロータリーでは、世界で識字
率向上に取り組んでいて、3月を識字率向上月間と定めまし
た。

読み書き・計算能力が社会に与える恩恵は、

議論の余地がありません。識字社会では、内戦

も少なく、経済発展もより速やかであるのが一

般的です。また読み書き能力のある人々の方が、

地域社会の健康問題について認識しているため、

一般的により健康であると言えます。そして女

性にとって、読み書きと簡単な計算を行なう能

力は、教育的、社会的、経済的機会への扉を開

く可能性があります。 日本では江戸時代から

識字率が高く、成人男性の識字率は幕末には

70%を超え、同時期のロンドン(20%)、パリ

(10%未満)を遥かに凌ぎ、世界的に見れば極め

て高い水準であったといいます。守口ロータ

リーでは、以前から奨学資金の援助や就学支援

など、フイリピンを中心での活動を通じて、識

字率の向上を支援する活動を行っています。

・ニュージーランド地震義援金をお願い致します。
・松本新太郎ガバナーより公式訪問を終えてと
ご挨拶が届いております。

・2010～11年度会員名簿が出来上がりましたので
メールBOXに配布しております。

廣瀬 彰久 新会員

識 字 率 向 上 月 間



卓 話

「50周年記念式典全体説明」
●50周年記念式典・祝宴委員長

佐 治 信 隆
日時：2011年3月12日(土)午前11：00開会

プログラム
時刻表
9：30 広報板除幕式（八島交差点）

並びに記念植樹（守口駅北）
ロイヤルパインズホテル出発
第１部 式典

10：30 登録受付（ロイヤルパインズ３階）
11：00 開会宣言 ＳＡＡ 植田 由久

開会点鐘 会長 橋本 泰明
国 歌「君が代」 吉川 巧一
ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ（奉仕の理想）
ご来賓の紹介 横尾 定美
物故者追悼 多田 正司
会長挨拶 橋本 泰明
記念事業報告 宮内 勝夫
守口市及教育委員会へ目録贈呈

橋本 泰明
守口市より感謝状贈呈

市 長 西口 勇
教育委員会より感謝状贈呈
守口市教育長 藤川 博史

Ｒ.Ｉ会長よりお祝いのメッセージ披露
2660地区ガバナー 松本新太郎
祝 辞 守口市長 西口 勇
守口市市議会議長 上田 敦
ガバナー 松本新太郎

11：45 式典終了 点鐘 橋本 泰明
第２部 講 演

12：00 講師紹介 司会 松井 秀雄
記念講演 「関西経済これからどうなる」

大阪学院大学教授 国定 浩一
13：00 第３部 祝 宴

祝宴開演 司会 大野 智子
13：05 筝曲演奏 中島会員 桐絃社社中

挨 拶 実行委員長 横尾 定美
乾 杯 パストガバナー 熊澤 忠躬

15：20 閉会挨拶 副実行委員長 阪口 明
15：30 ロータリーソング「手に手つないで」

吉川 巧一

創立50周年記念行事委員会役割分担表
本部 会長＝橋本泰明 副会長＝中島警子

副会長＝篠﨑満伸
幹事＝三浦 均 副幹事＝植田由久
会計 ＝松井秀雄
Ｓ.Ａ.Ａ＝植田由久 副Ｓ.Ａ.Ａ＝螺良愛郎
理事＝白井孝彦 中道 均 菊田 芳

篠﨑満伸 横尾定美
多田正司 神田隆司

2011～12年度会長＝ 石橋高夫
役割分担 実行委員長 ＝ 横尾定美

実行副委員長＝ 阪口 明
統括＝篠﨑満伸
総務担当責任者＝石橋高夫
総務＝駒村忠一 熊澤忠躬

西原房三 常盤泰弘
深田清一 大西 弘
三浦俊造 多田正司
石井賢治 西口 勇

◎ 式典・祝宴委員会
第1部式典担当
式典進行責任者＝松尾安彦
式典司会者＝ ＝植田由久
ソングリーダー＝吉川巧一
来賓責任者 ＝三浦 均
受付担当責任者＝川村弘和
担当副責任者 ＝神田隆司
受付（◎は責任者）
来賓受付担当＝◎江端将哲、田中修二、辻村 弘、

石橋高夫 大野智子、
博多尚文、宮内勝夫

Ｉ.Ｍ受付担当＝◎三浦 均、三宅洋行、他谷勝、
市橋智昭 水谷治人、松井秀雄、
川村弘和

一般受付＝ ◎神田隆司、正木一光、重冨眞人、
森本康介、白井孝彦、廣瀬彰久

来賓案内誘導＝◎石谷隆子、ローターアクト
救護 ＝ 木﨑 正、菅野忠彰、螺良愛郎
写真担当係 ＝ 中道 均、菊田 芳 村田有司

橋本 会員 廣瀬彰久様新入会員としてお迎えして。
阪口 会員 廣瀬会員の入会を喜んで・・。
篠﨑 会員 廣瀬様のご入会を祝して。
石井 会員 当クラブ50周年記念行事が首尾よく

実行される事を祈って。
中島 会員 東京出張の為、理事会を休ませて

いただきます。
委員長有難うございました。

3／2 結婚・誕生ニコニコBOX
累計804,390円

◇◇◇第9回理事会だより◇◇◇
日時：3月2日(水)13：30～
場所：「事務局」 出席12名
議題：大阪聴力障害協会よりの署名依頼

の件
・ＧＳＥスリランカチーム受入に

ついて
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