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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 
 
●本日のお客様  
	 地区国際奉仕委員会	 委員	 村瀬秀和様	 

	 米山記念奨学生	 マルティネス	 リベラ，リリアナ様	 

   
	 	 会 長 挨 拶  
 
	 本日は立春です。四柱推命や風水などの占いでは節分までは

前年に属し、立春をもって年が改まるとしています。 
	 大寒から立春までが一年で最も寒い季節で立春を過ぎると少

しずつ寒さが緩み始め、春の気配が忍び寄ってくるとされてい

ます。 
	 この頃、暦の上では春なのにまだ寒いと言い交わすことが多いですが、寒さが底を打つ時

期となり、この言葉は本来の意味ではない言い方になってしまいます。 
	 立春の早朝、禅寺では門に「立春大吉」と書いた紙を貼り、一年間災難に合わないおまじ

ないとする習慣があります。中国では立春の日に春餅（チュンピン）もちを食べる習慣があ

ります。 
	 今月は世界理解月間です。この月間は、１９０５年２月２３日にポール・ハリスを含め、

４人の方がシカゴで初めて会合を開いた日で、この日をロータリー創立記念とし、この月間

第２７２１回例会 平成２７年２月４日(水) 

石橋嘉彦会長 



※三週連続出席率 100％の場合は記念品を差し上げます。  

中ロータリークラブは世界平和に不可欠な理解と善意を強調するクラブプログラムを行うよ

うにいわれております。その一環として、本日は RI２７６０地区国際奉仕委員会の村瀬秀和
さんより卓話を頂き、会員の皆様に少しでも世界理解が深まれば幸いです。 
	 よろしくお願い致します。 
 

	 	 幹 事 報 告  
 
	 本日は４点ほどご報告させて頂きます。 
・	 他クラブ例会変更等は幹事報告書の通りでございます。 
・	 ガバナー月信２月号掲載のお知らせでございます。幹事報

告書記載の URL、あるいは受付に一部印刷してございます
のでご覧下さい。１５ページに碧南 RC のロータリーデー開
催報告を紹介して頂いております。 

・	 ロータリー囲碁同好会より、第１６回国際囲碁大会開催のお知らせが届いております。詳

細につきましては、事務局までおたずねください。２０００年３月より始まったという事

で、日本、韓国、台湾で持ち回りの開催で、１２年振りの日本での開催です。今回初めて

アメリカからも参加があります。上級者クラス優勝者は、１年間ロータリー囲碁世界チャ

ンピオンの称号を名乗る事が出来ます。 
・	 本日の例会終了後、２０１号室にて第８回理事会を開催致しますので、理事、役員の方は

ご出席をよろしくお願い致します。 
 
	  委 員 会 報 告  
 
＜出席奨励委員会＞  

 
 
 
 
 
 

 
＜ニコボックス委員会＞ 
石橋	 嘉彦君 ２月のガバナー月信に碧南クラブのロータリーデー開催報告が掲載され

ました。 
伊藤	 正幸君 私の顔が写真のアップにたえられないという事で、新美宗和さんが高級男

性用泡の洗顔と化粧液を御紹介下さいました。 
小笠原良治君 キリンの仲間が増えました。今回はシャチホコです。ヨロシク！！	 来月

は誕生日月です。これからの１カ月が楽しみです！！ 
木村	 徳雄君 第５４回碧南市民スキー大会１月２３日～２５日参加してきました。大回

転５０才～５９才の部、壮年２部に出場しましたが、またも参加しただけ

に終わりました。ケガをしない様に安全滑走第１でした。来年に期待。 
新美	 雅浩君 来週土曜日（２月１４日）に新川にある茶房白竹さんで、ピアノを弾く従

	 総会員数 67名 (内出席免除者 16名の内出席者 13名)出席者 59名 

	 出席対象者	 59／64名 	 	 出	 席	 率	 	 	 	 92.19％ 

	 欠席者 8名(病欠者 0名) 	 	 前々回修正出席率	 100％ 

伊藤正幸幹事 



兄とデュエットでジャズライブを行います。１９：００より２セット、１

時間程演奏させて頂きますので、是非冷やかしにご来場下さい。ロマンチ

ックなバレンタインの夜にむせびなく甘いアルトサックスの音色が楽し

めるはず…かな？ 
鈴木	 宏枝君 本日の講師のご紹介をさせて頂きます。島国日本のおだやかさと、外国で

の事件とのギャップ、悩み多しです。 
 
＜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(喜寿)	 

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	 

	 

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」	 

地区国際奉仕委員会	 委員	 村瀬秀和様	 

	 

	 みなさん、こんにちは。楽しい会に非常に堅苦しい話をする

かと思いますが、お願い致します。本日は、国際間の親善と理解と平和について少しでもご

理解頂けたらと思います。 
	 昨年の１１月１日から３日間、名古屋の栄で第２回 WFF が開催されました。皆様のご協
力を頂きまして本当にありがとうございます。３日につきましては、「ジャパン ロータリー

村瀬秀和様 



デー in 愛知」という事で、元 RI 会長の田中作次さんがお見えになりました。この目的が、
ロータリーの公共イメージを高めるロータリー活動をするための資金を集めるという事で、

ポリオ撲滅支援、国際奉仕についてという事でございます。WFFの残金百数十万円をカンボ
ジアの水浄化のために送りたいと思います。 
	 また、ポリオにつきましては、アフガニスタン、ナイジェリア、パキスタン等に発症例が

ありますので、そこを中心に支援したいと思っております。 
	 本日は、WCS、識字率を中心にお話したいと思います。 
	 ノーベル物理学賞はご存知だと思いますが、ノーベル平和賞はどなたかお分かりでしょう

か。マララ・ユスフザイさん、カイラシュ・サティーアーティーさんでした。	 

	 「私はマララ」は日本でも日本語で販売しており、既にお読みになった方もいるかと思い

ます。彼女は世界に向け、教育の必要性を説いておりまして、このマララさんのお父さんは

女子学校を経営されているロータリアンでございます。	 

	 彼女は、「ペンは剣よりも強し。女の子にも教育を。世界に学校に通う権利を。一人の子供、

一人の教師、一冊の本、一本のペン、これが世界を変える。」と言っております。	 

	 基本的な識字の定義がございます。子音、母音を含めたアルファベットをきちんと読める

という事です。しかしそれだけでは考えるのに充分ではありません。機能的識字という事で、

よく考える能力を備えた上で読み書きができ、コミュニケーションができるという事です。	 

	 例えば新聞を広げてただ読むことができるのが基本的な識字でございます。それを読んで

何を考えるか、何か行動を起こす事ができるのかが機能的な識字です。先進国でも問題とな

っております。アメリカでも２,７００万人が非機能的識字者で、その内７５％が職に就いて

おりません。カナダでは非識字者の５０％が失業しております。	 

	 またコンピューター識字というものがあります。コンピューター用語、並びにコンピュー

ターを使う事ができるというものです。しかし、２つの機能的な識字がなければコンピュー

ターから得た情報を的確に判断することは出来ません。	 

	 また近年ではモバイル機器で識字が大変向上しております。ユネスコでの調査によります

と、エチオピア、ガーナ、インド、ケニア、ナイジェリア、パキスタン、ジンバブエの発展

途上国では、１ヶ月あたりの女性のモバイルでの読書時間の２７７分に対し、男性は３３分

と圧倒的に女性が上回っております。人口が７０億人おりますが、携帯電話は６０億台に達

しております。今後、SNSの向上により、識字率向上にもなると情報通信研究所が発表して
おります。 
	 続きまして国別の識字率についてです。世界でみますとアフリカとアジアが圧倒的に低い

です。２００７年には西アジアとアフリカが低かったのですが、２０１１年ではパキスタン

とアフリカに識字率の低さが見受けられます。	 

	 文字が読めない理由としては、以下のような理由がございます。	 

１、学校へ通うべき年齢で教育を受けることが出来ないから	 

２、近くに学校がないから	 

３、女の子は学校に通う必要がない、と言われたから	 

４、先生の人数が足りないから	 



５、家で話す言葉と学校で教わる言葉が違うから	 

	 

	 教育支援と地域活性支援で貧困のサイクルを断ち切るという事で、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」があります。	 

	 アジア太平洋２０カ国の識字による検証では、母親が読み書きできると５歳以下の幼児死

亡率が低い、女性の識字率が高いと女児の就学率も高い、成人識字率が高いと小学校５年生

まで在学する児童の割合も高い、識字率の高い国は平均寿命が高い、識字率が高い国の方が

一人あたりの収入が高い、識字率の高い国の方は農業生産性が高い、という結果が出ており

ます。	 

	 現在世界の人口は７０億人ですが、人口は上昇の一途と辿っており、２０５０年には地球

上の人数許容量の８０億人を超し、１００億人になるとまで言われております。非識字者の

増加、貧困の増加が懸念されております。現在、１５歳以上の非識字者は７億７千万人と言

われております。その内３分の２が女性で、ほとんどアジアやアフリカです。 
	 RIにおける識字率の取り組みとして、１９８６年に識字率向上を１０年間の強調プログラ
ムに設定致しました。１９９７年には、毎年７月を識字率向上月間と定めました。これは２

００６年〜２００７年度に３月に変更になっております。 
	 最後に、地区国際奉仕委員会からお願いを申し上げます。それぞれ各クラブの皆様には日

頃から国際奉仕事業を行って頂いておりますが、中にはどのような奉仕事業を行ったらいい

のか分からない、というクラブさんもおみえです。地区国際奉仕委員会では、各クラブから

の委員会費をお預かりして、まとまった奉仕活動を行っております。 
	 今年度は、グローバル補助金を使用して台湾３５００地区花蓮県黎明教養院キルト教室支

援や、WFF関連事業でカンボジア水資源事業や、教育支援事業を計画しております。今後も
ご理解、ご協力、また参加もして頂ければありがたいなと思っております。地区の国際奉仕

活動等の旅費は全部自分持ちですので、誤解のないように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２７年２月２５日（水）	 

卓話「ねじ・ネジ・螺子・捻子・捩子・螺旋」	 

㈱杉浦製作所	 専務取締役	 中川洋二氏	 


