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●斉	 	 唱 
 
国歌「君が代」 
ロータリーソング「奉仕の理想」 
  
●	 四つのテスト唱和  
 
●本日のメニュー  
	 和風弁当	 大正館 
 
●本日のビジター  
	 地区国際奉仕委員	 村瀬秀和様（半田南ＲＣ） 
 
●新入会員入会式  
	 杉浦秀延君、貝田隆彦君 

 
 
 
 
 
 

   
	 	 会 長 挨 拶  
 
	 お寒い中、お出かけを頂きましてありがとうございます。立

春過ぎてからの本日この寒さには、耐えるのではなく発想を転

換して「楽しんで」しまおうと思います。	 

	 今朝の新聞に、緑膿菌の殺菌にフタロシアニンが利用出来そ

うだという記事が載っておりました。銅フタロシアニンは強固
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※三週連続出席率 100％の場合は記念品を差し上げます。  

な青色顔料として新幹線ブルーに使われています。CD-R の青色のこれです。	 

	 血色素ヘモグロビンやクロロフィル葉緑素など古くから知られている生物物質ポルフェリ

ンと立体構造が似ているので緑膿菌を騙す事が出来るのかもしれません。	 

	 科学者も身近にある物から、楽しんで研究しているのだと思います。良く知り、好きにな

り、楽しむ。ロータリーも楽しんでいきたいと思います。	 

	 	 幹 事 報 告  
 
	 本日は３点ほどございます。	 

・	 例会変更等は幹事報告書の通りですので、ご一読お願い致し

ます。	 

・	 ２月１５日土曜日に開催されます、I.M のご案内をさせて頂

きます。場所はグランドティアラ安城で、１５時から懇親会

終了までの予定が１９時半となっております。碧南ロータリークラブは全員登録となって

おります。参加者は４８名参加して頂きまして、誠にありがとうございます。今回初めて

碧南商工会議所からバスで往復致します。１３時４５分までに碧南商工会議所に集合して

頂きますよう、お願い致します。１３時５０分には出発致しますので、ご協力お願い致し

ます。受付は一括で致します。名札は当日お渡し致します。各自で行かれる方は名札は後

でお渡し致します。会場へは名札が無くても入れるので、よろしくお願い致します。本日、

I.M の記念品として、えびせんべいが配られておりますので、お持ち帰り頂きますよう、

お願い致します。その中に、I.Mのプログラムが入っておりますので、当日お持ち頂きま
すよう、お願い致します。	 

・	 本日例会終了後、第８回理事会を開催致します。役員・理事の方はお集り頂きますよう、

お願い致します。	 

	 

 

	  委 員 会 報 告  
 
＜出席奨励委員会＞  

 
 
 
 
 
 

 
 
＜ニコボックス委員会＞ 
鈴木	 並生君 新入会員杉浦秀延君を紹介致します。よろしく。 
  本日の卓話の講師 地区国際奉仕委員の村瀬秀和様	 よろしくお願い致し

ます。 

	 総会員数 69名 (内出席免除者 9名の内出席者 8名)出席者 58名 

	 出席対象者	 58／68名 	 	 出	 席	 率	 	 	 	 85.30％ 

	 欠席者 11名(病欠者 0名) 	 	 前々回修正出席率	 100％ 

岡本明弘幹事 



平岩統一郎君 過日、新美孝さん、森田英治さんに大変楽しませて頂きました。 
  昨日、加藤良邦さんに大変お世話になりました。 
  新入会員杉浦秀延君、熱烈歓迎ロータリーを楽しんで下さい。 
小笠原良治君 碧南のキリンラーメンです！皆様のキリンラーメンです！ユニーグルー

プの依頼でカップもスタートしましたがありがたい悲鳴で私も未だ入手

できずです。もう少ししたら入手出来ると思います。その時は皆様にも届

けられると思います。 
  碧南ってどこですか？碧南ですョ。多少は知名度ＵＰになっていると思い

ます。碧南のキリンですョ！！碧南の皆様のキリンですョ！！！ 
鈴木	 泰博君 先日は平岩辰之さん、粟津さんに大変お世話になりました。ありがとうご

ざいました。 
苅谷	 賢治君 清澤聡之さんに大変お世話になりました。ありがとうございました。 
杉浦	 秀延君 本日からお世話になります。よろしくお願いします。 
貝田	 隆彦君 今日から入会させて頂きます。 
 
 
＜親睦活動委員会＞ 
会員誕生日 
	 ３日	 藤関	 孝典君	 	 	 ５日	 森田	 雅也君	 	 	 ５日	 新美	 雅浩君	 

１６日	 平岩	 辰之君	 	 １７日	 苅谷	 賢治君	 	 １８日	 植松	 敏樹君	 

２６日	 伊藤	 正幸君	 

	 

奥様誕生日	 

	 １日	 中根	 佑治君の奥様	 	 澄恵様	 	 	 ５日	 新美	 雅浩君の奥様	 美由紀様	 

	 ８日	 岡島	 晋一君の奥様	 	 朋子様	 	 １５日	 新美	 惣英君の奥様	 	 直美様	 

１６日	 鈴木きよみ君のご主人様	 正徳様	 ２０日	 石橋	 嘉彦君の奥様	 	 里美様	 

２８日	 斉藤	 収男君の奥様	 	 晴美様	 

	 

結婚記念日	 

１１日	 平岩統一郎君・和恵様	 	 ３７年	 	 	 １１日	 新美	 宗和君・雅代様	 	 ３５年	 

２５日	 平松	 則行君・啓子様	 	 ４１年	 	 	 ２６日	 榊原	 	 健君・陽子様	 	 ３９年	 

２８日	 長田	 銑司君・美代子様	 ５１年	 

	 

入会記念日 
	 ２日	 寺尾	 正史君	 

	 ５日	 杉浦	 秀延君、貝田	 隆彦君	 

１０日	 服部	 弘史君、大竹	 密貴君	 

２７日	 杉浦	 栄次君	 

 



	 ク ラ ブ フ ォ ー ラ ム  
 
「国際奉仕について」  
半田南ＲＣ	 地区国際奉仕委員	 村瀬秀和様 
 
 
 
 
 
 
	 本日は、地区国際奉仕委員会より皆様に、３月の識字率向上月間にあたり、碧南 RC の皆
様に卓話をして下さいとの指導の基にお邪魔をしております。よろしくお願い致します。 
	 本日、半田南の鈴木宏司さんの卓話の予定でしたが、ご都合が悪くなったので代理でお邪

魔させて頂きました。私は造園業で人前で話すのが苦手なものですので、ご理解頂きたいと

思います。また、日頃から地区国際奉仕委員会にご協力、そして多額の協賛金を頂きまして

ありがとうございます。 
	 識字率向上という事で、今から２５年ほど前、２７６０地区とタイの３３６０地区で１６

００万円の基金がありました。毎年３月に一人１万円ずつチェンマイ北部の産学地区の少数

民族の生徒に渡しておりました。２０１３年で中止になり、今年度はチェンマイ中部にある

ウトラジットにあるドーム式多目的グランドの建設資金として使われました。資金をどのよ

うに使うかは現地に任せてありますので、そのような報告を受けただけです。同じ時期にフ

ィリピンにもお金がいっていたようです。 
	 毎年現地にも視察に行っております。お国柄の違いはありますが、現状はそのような状況

となっております。 
	 地区からの資料を基にお話をさせて頂きます。パキスタンにノーベル平和賞候補の１６歳

のマララという少女がいます。彼女のお話です。 
「２０１２年１０月９日に、タリバンに側頭部を撃たれましたが、一命をとりとめました。

２０１３年７月１２日、マララ・デーとして国連本部でのスピーチで、私は、タリバンやそ

の他のテロリストや過激派の子供達にも教育を受けてほしい、私を撃った犯人の事も憎んで

いません。人を許す心を教えてくれたのは、私の父と母です。私自身の魂も、平和を大切に

しなさい、全ての人を愛しなさいと言っています。インドでは罪の無い貧しい子供達が児童

労働の犠牲になっています。ナイジェリアでは多くの学校が破壊されました。幼い女の子達

が家事労働をさせられ早婚を強いられています。貧困、無知、不正、人権差別、そして基本

的権利の剥奪は男性にとっても女性にとっても重大な問題です。世界の無学、貧困、テロに

立ち向かいましょう。本とペンを持って闘いましょう。一人の子供、一人の教師、一冊の本、

そして一本のペンが世界を変えるのです。教育こそ、唯一の解決策です。まず教育を。」 
このような事を国連でおっしゃってみえました。日本の江戸時代から明治時代までと非常に

似ているのではないか、と私は思っております。 

村瀬秀和様 






	 また、別の例では、ネパールのタラマティー・ハリジャンという女性ですが、１２歳で花

嫁に行き、１６歳で母親になり、４１歳で識字者になりました。４１歳で初めて文字の読み

書きが出来るようになると、彼女は女性の権利を守る活動に参加するようになります。自分

と同じような境遇の女性を一人でも救いたいという想いだそうです。寺子屋が変えた人生が、

他の誰かの人生を変えていきます。ネパールでは未だ、５８％の女性が非識字者です。 
	 負の連鎖、悪循環を断ち切る有効な方法の一つとして「識字教育」があり、ユネスコでは

「識字教育」を中心とした教育支援や地域活性化支援を行っています。 
	 識字率の低い国は、アフリカや東南アジアに非常に多いです。アジア太平洋２０カ国にお

ける１５歳以上の識字率について、識字率の低い国ほど、識字率の男女格差が大きくなって

います。 
	 識字について、以下の検証がとれております。 
１、識字率が高いと出生率は低い 
２、母親が読み書き出来ると、５歳以下の幼児死亡率が低い 
３、女性の識字率が高いと、女児の就学率も高い 
４、成人識字率が高いと、小学校５年時まで在学する児童の割合も高い 
５、識字率の高い国は平均寿命が長い 
６、識字率が高い国の方が、一人当たりの収入が高い 
７、識字率の高い国の方が、農業生産性が高い 
このような状況になっております。 
	 現在、世界人口は７０億人で、２０５０年には１００億人になると言われております。そ

の中で、１５歳以上で識字が出来ない人は８億人おり、その内の６４％が女性と言われてお

ります。また、学校に行けない子供も約７,２００万人おり、その内の７５％がアジアやアフ
リカの国の人です。 
	 国連の取り組みを紹介します。１９４８年に世界人権宣言を出し、１９６０年代には、２

０年間に 低７年間の初等無償教育を実現しようという事で、国際社会が非識字率を問題視

します。RI としても重要なプログラムとします。６重要分野として、「基本的教育と識字率
向上」を掲げております。 
	 識字の定義として、子音母音を含めたアルファベットなどをきちんと読める事を「基本的

識字」、良く考える能力を備えたうえで読み書きが出来、コミュニケーションが出来る事を「機

能的識字」といいます。アメリカでは２,７００万人が機能的非識字者でその内の７５％が職
についていません。カナダでは機能的非識字者の５０％が失業しています。これらが先進国

でも深刻な問題になっております。また、コンピューター用語を理解し、コンピューターを

使う事が出来ると事を「コンピューター識字」といいます。これは私も出来ません。 
	 ３月は識字向上月間です。ポリオの次は識字という事でやっております。少し省きました

が、今後とも国際奉仕委員会の方をよろしくお願い致します。本日はありがとうございまし

た。 
 
 



 
 

次回例会案内	 
	 

平成２６年２月１５日（土）  
西三河分区Ｉ .Ｍ  
15：00～	 ホテルグランドティアラ安城  
 
平成２６年２月１９日（水）  
２月１５日（土）の振替休会  


