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第 1809 回例会 2019. 9.11
９月 11 日（水）19:00 〜　コーラルルーム
　卓話：隈本源太郎会員
１.  開会点鐘（19：00）　
２. ロータリーソング（我等の生業）
３. 来賓紹介
４. 会長挨拶（会務報告）
５. 幹事報告
６. 委員会報告 
７. お食事
８. 出席報告
９. ニコニコ BOX
10. 卓話：隈本源太郎会員
11. 閉会点鐘（20：00）

会長：鈴木誠二郎／副会長：池田美恵子・三上己紀／幹事：戸張雅
仁／副幹事：岡野正道／直前会長：関根　貢／クラブ会計：堀内　
章／ S.A.A.：山口健次郎／会長エレクト：三上己紀
	例会日	毎週水曜日 12：30 〜 13：30（第 2・4・5水曜日 19：00 〜）
	例会場	葉山マリーナー内		葉山町堀内 50-2	TEL	046(876)1727
	事務局　　葉山町商工会内（水曜日、木曜日 10：00 〜 15：00	open）
　　　	　　〒 240-0112　葉山町堀内 1883-3　TEL	046(875)2810

９月 18 日（水）12：30 〜　国際村センター
　ガバナー公式訪問
9 月 25 日（水）19：00 〜　エメラルドルーム
　卓話：奥山源一朗会員
10 月 2 日（水）12：30 〜　エメラルドルーム
　卓話予定　 理事会（11：30 〜　）
10 月 9 日（水）19：00 〜　エメラルドルーム
　卓話予定

ROTARY CLUB OF HAYAMA
第 2780 地 区　2019 年 〜 2020 年 度

 四つのテスト
１. 真実か どうか
２. みんなに公平か
３. 好意と友情を深めるか
４. みんなのためになるかどうか

ロータリーは 世界をつなぐ
ROTARY CONNECTS THE WORLD
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先週の報告 ： 鈴木誠二郎 会長
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みなさんこんにちは。
　先日は、AG 訪問を間違え、皆様に大変ご迷
惑をおかけしました。また中込 AG にも驚かせ
てしまい大変申し訳ありませんでした。
　改めまして、中込 AG 本日はようこそいらっ
しゃいました。後ほど、卓話をよろしくお願い
致します。
　さて、まだまだ暑い日が続きますが、季節は
９月になりました。９月はロータリー特別月間
として、基本的教育と識字率向上月間となりま
す。
　マイロータリーによりますと、「地域社会で
基本的教育を普及し、識字能力を高める為のプ
ログラムを支援し、地域社会の参加を促進、成
人識字率の向上、教育における男女格差を減ら
す為の活動、基本的教育と識字率向上に関連し

た仕事に従事することを目指す専門職業人のた
めの奨学金支援を強調する月間である」とされ
ています。
　日本では識字率は 99％と言われ読み書きが
出来る事が当たり前のことのように言われてい
ますが、世界では約 17％の人々が非識字者と
なっており、また先程、｢ 教育における男女格
差を減らす為の活動」と取り上げていますが、
女性の非識字者は男性の 2 倍近くになるようで
す。
　また、世界で最も非識字率が高いのは南アジ
アで、約４５％が非識字者であるといわれてい
ます。読み書きが出来ないと良い仕事にも付け
ず、生活は貧しくなり、貧しいが故にその子供
は学校に通えず、文字を覚えられない。そして
良い仕事に付けなくなるという貧困の連鎖が続
きます。
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●会員出席率報告（９月４日）第 1808 回
 会員総数  26 人
 出席者数  17 人
　  出席率 65.38％

ニコニコＢＯＸ 本日の合計
  　 ￥27,000-
累計 ￥145,000-

●ゲスト・ビジター
　中込仁志ガバナー補佐（鎌倉ＲＣ）
　新倉定治会員（横須賀ＲＣ）
　山嵜進康会員（横須賀ＲＣ）　
●メイクアップ

ニコニコＢＯＸ・あれこれ
（◎は大ニコニコです）

★本日は、宜しくお願い致します。 
 ◎中込仁志ガバナー補佐（鎌倉ＲＣ）

幹事報告：戸張雅仁幹事（９月４日）
【ガバナー事務所・地区より】
◇月信のクラブ紹介原稿のお願いが来ていま　
　す。
◇ 9 月会長・幹事会の案内が来ています。
◇北九州豪雨被害義援金の協力依頼が来ていま
　す。
◇ Facebook,Youtube の活用について案内が来
　ています。

【到着刊行物】
◇ロータリーの友が来ています。

【他クラブ案内】
【その他案内】
【今後の予定】
9 月 18 日（水）12：30 〜　国際村センター
　杉岡芳樹ガバナー公式訪問
9 月 25 日（水）19：00 〜　エメラルドルーム
　卓話：奥山源一朗会員
10 月 2 日（水）12：30 〜　エメラルドルーム
　卓話予定　 理事会（11：30 〜　）
10 月 9 日（水）19：00 〜　エメラルドルーム
　卓話予定
10 月 16 日（水）12：30 〜 エメラルドルーム
　卓話予定）
10 月 20 日（日）12：30 〜　地区大会
　相模女子大学グリーンホール

　日本でも貧困の連鎖が問題になりますが、日
本を含め、世の中には様々な問題がありどれに
目を向ければ良いのかわからくなる事もあるか
も知れません。そうであるなら、9 月はこの月
間テーマに絞って目を向けてみては如何でしょ
う。例えば、同じアジアの人たちの為に何か出
来ないだろうか？と考える時間を自分の中に
作ってみるのも良いと思います。
　海外への支援となると、予算も掛かるし、ど
うも気が引けるという方もいらっしゃると思
いますが、補助金を使ってみるとかアイデアは
色々あると思います。しかも、当クラブには補
助金に精通した方々がいますので、良いアイデ
アがあれば、きっと形になると思います。是非、
今月は識字率向上と基本的教育について考えて
見てください。

★本日は楽しみに伺いました。よろしくお願い
　致します。 山嵜進康会員（横須賀ＲＣ）
★ご無沙汰しています。今日は山嵜会員とご一
　緒にお邪魔致しました。どうぞよろしくお願
　い致します。 新倉定治（横須賀ＲＣ）
★中込ガバナー補佐、よろしくお願い申し上げ
　ます。新倉様、山嵜様ごゆっくり葉山の例会
　をお楽しみください。 ◎原　和子
★中込ＡＧご指導よろしくお願い申し上げま　
　す。新倉様、山嵜様ようこそお出でください
　ました。 ◎小田利通
★中込ＡＧ、ようこそ葉山に！！ ◎岡野正道
★中込ガバナー補佐よろしくお願いします。
 ◎金子英生
★中込ＡＧようこそ。 ◎◎◎池田美恵子
★中込ＡＧようこそ！。本日は宜しくお願い致
　します。 戸張雅仁
★ガバナー補佐どうぞよろしくお願い致しま　
　す。新倉様、山嵜様ようこそ。 鈴木誠二郎
★どうぞ宜しくお願い致します。 齋藤　徹
★中込仁志ＡＧようこそお出で頂きました。
 佐藤竜司
★中込仁志ガバナー補佐よろしくお願い致しま
　す。 鈴木知一
★中込ガバナー補佐をお迎えして！ 鈴田茂喜
★今日はゴルフの練習をしてきました。中込Ａ
　Ｇ、本日宜しくお願い致します。 関根　貢
★中込ＡＧ、ようこそいらっしゃいました。
 土佐洋子
★中込ＡＧ、横須賀ＲＣの皆様、葉山にようこ
　そ。 三上己紀
★中込ＡＧ宜しくお願いします。ビジターの皆
　様ようこそ。 山口健次郎


