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◆今週の例会プログラム◆ 

2019 年 9 月 26 日（木）第 2432 回例会 

交通安全卓話 

箕面警察署署長 西村 芳貢 様 

箕面警察署交通課長 阿古敏浩様 
担当：社会奉仕委員長 佐藤 修 会員 

◆次週の例会プログラム◆ 

2019 年 10 月 5 日（木）第 2433 回例会 

フォーラム（会員増強） 

担当：会員増強委員長 木村 貞基 会員 

 

◆先週のお客様◆ 
枠下に記載  
◇ロータリーソング◇ 
 奉仕の理想 

 

◆出席報告 2019 年 9 月 12 日第 2431 例会◆ 
会員数：29 名 出席者：14 名 出席率 60.87％ 
前々前回  2019 年 8 月 1 日 75.90％ 
 

2019年9月12日（木）第2431回例会 お客様 

第27次モレロス大学箕面研修生 

ドミンゲス アンドレス アダマリス スゼー様 

サニュード ロペス ジョセリン リスベー様 

ロドリゲス ブリト ケニア レスリ 様 

セグンド ゴメス ロサ マルレン 様 

箕面市人権文化部文化国際室長 村中慶三様 

公益財団法人箕面市国際交流協会  

常務理事兼事務局長 宇治野清隆様 

箕面市人権文化部文化国際室 国際交流員  

クラウディア エリウス オセゲダ フィゲロア様 

 

 

◆会長挨拶◆         会長 林 たかみ 

 9 月はロータリーの基本的教育と識字率向上月間と

なっております。また、9 月 8 日は 1965 年にユネス

コが制定した国際識字デーでした。これは 1965 年に

イランで開催された世界文相会議でパーレビ国王が

各国の軍事費 1日分を識字教育にまわすように提案し

たのを記念し、制定されたものです。 

「ロータリーの友」によりますと、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

校にいけない 6 歳から 14 歳の子どもが約 1 億 2000

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 5000 万人以上（１５歳

以上の６人に一人）いるそうです。日本をはじめとし

て、いわゆる先進国は 100％近い識字率ですが、アフ

リカや、アフガニスタンなど一部アジアの国々では識

字率は 50 パーセントをきり、３０～４０％のところ

もあるようです。文字の読み書きができないことは、

社会的な権利が大幅に誓約され、ひいては国や地域の

発展においても不利益となってしまいます。そして識

字率が低い背景には、歴史的地理的な要因が考えられ

ます。貧困や差別、紛争などにより、学校に通うべき

年齢で教育をうけられないことが大きな要因となっ

ています。 

ロータリーではこのような状況を改善するため、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るそうです。 

 

さて、識字率とは直接は関係ありませんが、現代社会

では識字以上に IT が生活していくうえで不可欠とな

っています。私の関わっている不動産業界でも IT は

必須ですが、10 月より不動産の取引において電子契約

の社会実験が始まるそうです。電子契約とは、仲介業

者と借主とで行う書面のやりとりをネット上で完結

してしまうということです。重要事項説明や契約書へ

のサインなどをネット上で行い、借主は来店せずに契

約をすることができます。さらに、スマートキーの導

入により、鍵をもたずとも室内を内覧できる仕組みへ

と変わってきています。これにより、部屋探しをする

人はネットで物件を選び、自分たちで見学、契約手続

きもネット上で完結というような、新しい流れとなっ

ていくことが予想されるわけです。 

 

自分ではまだまだ大丈夫なつもりでも、このような話

をきくと、世の中の変化のスピードについていくのは

並大抵ではないような気がします。社会で活躍されて

いるロータリアンの皆さんからいろいろと情報や刺

激をいただいて、なんとか生きている化石にならない

よう努力しようと思っています。 
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事務局執務時間：月・水・金 10：00～15：00、  木 14：00～21：00、  火・土・日・祝 ○休  

◆幹事報告◆          幹事 片山秀樹 

・豊中南 RC公開例会のご案内 

・理事・委員長の交代について 

・秋の全国交通安全運動に伴う箕面駅前街頭啓発活動

について 

日時 9月 24日（火） 午前 7時 30分～8時 15分 

場所 箕面駅前 

内容 歩行者に啓発品等を配布して交通安全を啓発

する 

・地区大会について 

出欠は口頭でも結構ですので、事務局までお申し出く

ださい。 

ご家族・同伴者は登録料無料です。 

 

◆SAA 報告◆          SAA 庄司修二 

ニコニコ箱 

野村正勝様（箕面千里中央ＲＣ）：9月 14日（土）午 

     後 2 時からの講演会の宣伝に参りました。 

片山秀樹会員：大牟田市に新工場用地を取得しました。 

前田建司会員：モレロス大学の皆様ようこそ！ 

       先週欠席のお詫び 

木村貞基会員：モレロス大学研修生の皆さんようこ 

       そ！ 

西脇悟会員：モレロス大学研修生の皆様ようこそ！ 

芝野弘三郎会員：モレロス大学の皆様ようこそ！ 

黄堂泰昌会員：モレロス大学の皆さんようこそ 

林たかみ会員、河野優作会員 

米山奨学会 

前田建司会員、木村貞基会員、芝野弘三郎会員、黄堂

泰昌会員 

ロータリー財団 

西宮富夫会員：モレロス大学研修生の皆さんようこそ 

前田建司会員、木村貞基会員、西脇悟会員、芝野弘三

郎会員、黄堂泰昌会員、河野優作会員 

ポリオ基金 

前田建司会員 

 

 

 

 

 

 

 モレロス大学箕面研修生の方々をお迎えして 

箕面市では、平成 4年（1992年）より、メキシコ・モレロス

大学の学生を受け入れ、日本語・日本文化の修得を支援

し、ホームステイや文化交流など市民との交流を通じて

友好親善、相互理解を促進してきました。 

モレロス大学の箕面研修は、平成 4年から平成 30年の

27年間に 26次にわたって実施しており、モレロス大学か

らの箕面研修修了生も約 180人に至っています。 

モレロス大学の所在する現地・クエルナバカ市では箕面

研修の修了生が平成 5年（1993年）「箕面クラブ」を結成

し、日本とメキシコの相互理解、友好親善の架け橋として、

文字通り海を越えて各方面で活躍されています。 

一方、箕面市でもホストファミリーが中心となって平成 12

年（2000年）「箕面メキシコ友の会」が結成され、中南米に

対する理解と友好意識の深まりとともに、市民間交流が

活発に展開されてきました。 

そして平成 15年（2003年）10月 12日、両市の市民交流

がさらに進展し、さまざまな分野において交流し、相互理

解を深め、友好親善関係を築くために、国際友好都市提

携を結び現在に至ってます。 

 


